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まず９時から役員会議。本日の社長の予定ですが…

その後１０時に新潟のセミナーにて講演。１１時、鹿児島で工場を見学。 13時、ミラノの美術館を視察したのち 14時、LA で展示会、そこから…

F8VPS

パトリック・ハーラン氏

550,000

「社長と秘書」篇
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業界最先端の技術によって、御社のオープンプラットフォーム化を強力に推進。最小限のコスト
で、クラウド上での開発・展開から、テレワーク、商品PR・広報まで、DX時代に必須のバーチャル
プラットフォームシステムを構築。

フォーラムエイトCMキャラクターパックン出演新CM

それ
全部今日の話？！
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VRモード

ヘッドマウントディスプレイを利用した
没入型の3Dに対応

空間共有機能

レイアウト機能

メンタルヘルスから心拍数まで可視化。
デバイス連携対応で健康状態をモニタリング！

健康管理機能

バーチャル店舗で販売・決済
リアル店舗のような便利さを演出！

EC決済機能

アンケート／
投票機能

スケジュール・タスク管理から
クラウド型 ERPシステムとの連携も！
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て集積
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バーチャル展示会
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「国土交通省全体でインフラDX（デジタ

ル・トランスフォーメーション）を進めていこう

という話があり、国土技術政策総合研究所とし

ては、その技術開発の部分を担っています」

国交省では2016年から、建設現場におけ

るICT（情報通信技術）の活用などにより建

設生産システム全体の生産性向上を目指す

「i-Construction」を推進しています。その

背景には、インフラ分野において災害対策

や老朽化対策の必要性が高まる一方、建設

業界で人手不足の深刻化が懸念されてきた

実情があります。加えて、2020年初めより

わが国を含む世界的な新型コロナウィルス

感染症の広がりを受け、公共工事の現場で

も感染リスクを抑えつつ国土強靭化や経済

発展に資するべく、非接触・リモート型の働

き方への転換が迫られてきました。そのよう

な中、様々な施策を通じて得られるインフラ

整備関連の各種データやデジタル技術を活

用。社会経済を取り巻く環境やニーズの変化

に対応し、社会資本や公共サービスのあり

方、インフラ整備に関わる業務そのものや

組織、プロセス、建設業および国交省の文

化・風土、働き方を変革して、インフラへの

国民の理解を促進するとともに、安全・安心

で豊かな生活を実現しようという、省横断的

なインフラ分野のDXが取り組まれてきてい

ます。そこで国総研では、1）BIM/CIMモデ

ルなどの3次元データを一元的に集約し活

用するための「DXデータセンター」の構築、

2）無人化施工や自動施工に関する産学官の

技術開発の促進などに向けた「建設DX実験

フィールド」の整備といった、インフラDX推

進のための環境整備に力を入れてきた、と

国総研企画部企画課の尾崎悠太課長は振り

返ります。

今回ご紹介するユーザーは、国総研にお

いて各研究部の企画調整や研究環境の整備

を担う「企画部企画課」です。同課では、以

前からのi-Constructionに関わる取り組み

を通じ、BIM/CIMおよびVR技術の活用に注

目。2020年度初めからフォーラムエイトの

3DリアルタイムVRソフトウェア「UC-win/

Road」をベースとする「大型4KVR立体視

ドライブシミュレータ（DS）」の、2020年末

からはバーチャルプラットフォームシステム

国土交通省
国土技術政策総合研究所 企画部企画課

国交省が推進するインフラDX、関連技術の開発を担う国総研
BIM・CIM・VR活用の一環、コロナ禍を機に「大型4KVR立体視DS」と
「VR国総研」を導入

FORUM8バーチャルプラットフォームシステム
（F8VPS）により同研究所旭庁舎を再現した
「VR国総研」
バーチャルツアーで敷地内を見学できるほか、
実験施設の紹介ムービーの再生なども可能「VR国総研」

国土交通省　　　　　　　　　　　　　　　　
国土技術政策総合研究所 企画部企画課

URL　http://www.nilim.go.jp

所在地　茨城県つくば市

業務内容 ： 
所内各研究業務の企画調整および　　　　　　
研究環境の整備

社会の「これから」をつくる研究所
国総研が設立してから今年で20周年を迎えました。
その節目を機に20年間の活動をまとめた
「国総研20年史」を刊行しました。

「国総研20年史」
のダウンロードは
こちらから

国総研
企画部企画課

課長
尾崎悠太 氏

国総研
企画部企画課
建設専門官
湯浅亮 氏
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「F8VPS」を適用した「VR国総研」の導入

を具体化。それぞれ、前述のDXデータセン

ターとの連携や新たな広報ツールとしての

展開も視野にあります。

20周年迎えた国総研の活動、  
企画部の取り組み

国総研は、国交省内部にあって住宅や社会

資本分野を担当する唯一の国の研究機関で

す。技術を自らの原動力と位置づけ、「現在

そして将来にわたって安全・安心で活力と魅

力ある国土と社会の実現を目指す」とのミッ

ションを標榜。その具体化にあたっては、1）

技術的専門家として行政の視点も踏まえ、国

交省の政策展開に参画する、2）研究活動で

培った高度で総合的な技術力を実務の現場

に還元する、3）国土・社会の将来像の洞察

と技術開発の促進により、新たな政策の創出

に繋げる、― といったアプローチを描きます。

2001年に国交省の土木研究所、建築研究

所および港湾技術研究所が統合。国総研を

はじめ土木、建築および港湾空港技術を担

う独立行政法人（その後、国立研究開発法

人）の各研究所が役割分担する体制として

再編されました。以来、国総研では国交省と

タッグを組みながら同省所管事業に繋げて

いけるような技術の研究開発が多く行われて

きている、と尾崎課長は述べます。

国総研は現在、管理部門3部（総務部、企

画部および管理調整部）と研究部門11部（下

水道研究部、河川研究部、土砂災害研究部、

道路交通研究部、道路構造物研究部、建築

研究部、住宅研究部、都市研究部、沿岸海

洋・防災研究部、港湾研究部および空港研

究部）プラス1センター（社会資本マネジメン

ト研究センター）より構成。各部・センター

は、茨城県つくば市をはじめ神奈川県横須

賀市、熊本県南阿蘇村に拠点を配置。それら

の活動は、1）国土交通政策の企画・立案、普

及を支える研究開発、2）災害・事故対応への

高度な技術的支援と対策技術の高度化、3）

地方整備局等の現場技術力の向上を支援、

4）政策形成の技術的基盤となるデータの収

集・分析・管理、社会への還元、― を柱に展

開されています。

発足から20周年を迎えた国総研では今年

度、1）防災や減災を含む、国土を強靭化し国

民の命と暮らしを守る研究、2）インフラDX

やi-Constructionの推進を含む、社会の生

産性と成長力を高める研究、3）スマートシ

ティの推進や3D都市モデルの活用促進を含

む、快適で安心な暮らしを支える研究、― と

いった各領域で専門に応じた様々なテーマを

設定し、研究が取り組まれています。

このような国総研にあって企画部は、企画

課、研究評価・推進課、施設課および国際研

究推進室から構成。その中で企画課は、国

総研の各研究部で研究業務が円滑に進めら

れるようにするため、企画の調整や研究環境

の整備などを担っています。近年はその一環

として、それまでのi-Constructionあるいは

BIM/CIMなどへの取り組みに加えてインフラ

DXの推進が求められてきたのを受け、前述

のように3Dデジタルデータ活用の核となる

DXデータセンターの構築や関連する技術開

発のベースとなる建設DX実験フィールドの

整備が進められてきています。

研究プラットフォームとして大型
4KVR立体視DS導入、DXデータ　
センターとの連携も視野

国交省がインフラDXを通じ実現したい

と思っていたことの中に、i-Constructionと

して従前から取り組んできた「生産性の向

上」があります。またそれ以外にも、かつて

「3K」と呼ばれた土木業界を、工事現場を

はじめ業界内で働く全ての人々にとってより

良い職場環境となるよう変えていこうという、

「働き方改革」が目指されました。そのよう

な観点から、国総研企画部企画課の湯浅亮

建設専門官は「BIM/CIMやVR技術は大きな

武器になるのでは」と注目されてきた、とい

います。

つまり、実験などを現場で行うのと比べ、

大型4面スクリーンの没入型立体視表示システムで広い視野角と高い没入感を伴う運転シミュレーション

BIM/CIMデータ利用のモデルケースとして「VR国総研」
のデータを３Dプリンタで出力した模型を展示
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それら技術をうまく活用することで危険や費

用面の無駄を排しながら最大限の成果に繋

げ得るはず、と着想。また、大掛かりな実験

となると研究者にとっては時に敷居が高くな

るようなケースでも、シミュレータであれば

気軽に試してみるといったスタンスで臨める

メリットも想定されました。

加えて、2020年の初めから急速に広がっ

た新型コロナウィルスの感染拡大は、接触型

の仕事のウェートが高い土木業界においても

働き方の改革を迫る流れが現出。実験も含

め、極力人と接触することなく、あるいは遠

隔地から作業に従事。その結果、生産性向上

にも資するという大きな転換に歩み出す契機

ともなっています。

もともと各研究部では、VR技術やDSを

個別に活用しているケースがありました。

「この時期に、働き方を変えていかなけれ

ばならないということも踏まえて、所内で簡

単に利用できるものを構築しようと思いまし

た」と尾崎課長は解説します。

しかも、様々なものを3Dで可視化できる

DSであれば、インフラ構造物の点検技術や

河川の氾濫状況の再現なども可能。そこで、

専門の異なる各部でプラットフォームとして

分野横断的に有効活用できるシミュレータの

導入が求められました。

以前、道路交通に関する研究に取り組んで

いた際に同様なDS使っていた経験のある尾

崎課長は、今回DSの検討に当たり必要なス

ペックとして、1）自動車はもちろん自転車や

歩行者のシミュレーションも考慮し視覚的に

足下までカバーして没入感を得られること、

2）リアリティのある運転環境、3）構造物の

点検を想定し歩き回る時の視点をリアルタ

イムに反映する臨場感の実現、4）構造物の

診断研修を想定し一つの構造物に対して複

数の技術者が同時に同じ状況を共有可能、

5）将来的な発展性を見据えた高い解像度な

どを2020年秋に設定。これらの仕様を満た

すシステムを広く募集し、同年末にUC-win/

Road DSの採用が決定。その後、年度末まで

に広い視野角と高い没入感を実現する大型4

面スクリーンの没入型立体表示システムを有

し、実際の自動車部品を利用してリアルな運

転環境を再現する「大型4KVR立体視DS」の

基本的なシステムが構築されています。

「必要最低限のスペックを備えたプラット

フォームを作ったというところで、あとはそれ

を各研究部でうまく活用していってもらいた

い。さらに所外の方々にも活用して戴けるよ

うな活用方策を検討していきたいと思って

います」

そうした観点から湯浅建設専門官は国総

研が注力して取り組む「DXデータセンター」

に触れます。これは、超高速通信インフラで

繋がる国総研の大容量サーバに同省直轄事

業のBIM/CIMなど3Dデータを一元的に集

約し、最低限のCIMソフトも搭載してVRや

AR、建機の自律施工などでの活用を促そう

というもの。並行して整備が進む「建設DX実

験フィールド」と併せ、大型4KVR立体視DS

との連携による可能性の広がりに期待を示し

ます。

新たな広報ツール「VR国総研」、
発展的な活用にも期待

「私たちは広報にも力を入れていこうと、年

に複数回、子供たちに実験施設などを見学し

てもらうイベントを実施しています」

それが今般の新型コロナの流行により、そ

うした一般公開に制約が生じてきたことか

ら、遠方に住む人らを含め子供から大人まで

国総研の施設について知ってもらうための新

たなアプローチを模索。前述の大型4KVR立

体視DSと同様、2020年春頃から検討を始

め、同年末に「F8VPS」の導入を決定。2021

年春には国総研旭庁舎の敷地内を3DVRで再

現した「VR国総研」を作成。その後、微修正を

重ねつつ、去る6月より国総研のWebサイトか

ら公開。ネット環境があれば基本的にVR内の

国総研を散策でき、国総研の数多くの実験施

設を間近に感じ、スケールの大きさをある程

度理解できるようになっている、と湯浅建設

専門官は語ります。

「企画部門としてはこの『VR国総研』が所

内全体の広報のためのプラットフォームにな

れば良いと思っています」。国総研の各研究

部では常に様々な実験や技術開発が取り組ま

れており、その実験や成果に関する動画や情

報をVR国総研上に置き、アクセスできるよう

な仕組みに発展させていきたいとの構想にも

言及します。

ICTの広い自由度と　　　　　　
大きな発展性に注目

ただ今回、i-ConstructionやインフラDX

など国交省が注力する施策との関わりに加

え、新型コロナ対策にも通じる効果への期

待からVRなど先進のICTを駆使する「大型

4KVR立体視DS」や「VR国総研」を導入。例

えば、VR国総研などを一度使ってみること

で、そのもたらす再現性や更なる発展の可能

性を実感したといいます。

「ICTは自由度がかなり広く、発展性が大

きいものです。そのため、うまくきっかけを掴

んで、出来るだけ導入していくと良いのでは

と思います」

（執筆：池野 隆）

バーチャルキャンパス事例（東京工業大学 Tokyo Tech ANNEX）F8VPS バーチャルプラットフォームシステム　フォーラムエイト東京本社ショールームを3DVRで再現

FORUM8 VIRTUAL PLATFORM SYSTEM
バーチャルプラットフォームシステム

F8VPS
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森下 えみ さん

「書く」ことだけに困難を抱える子への
理解獲得に腐心、可能性開発を模索

「ジュニア・ソフトウェア・セミナー」参加で自信生成、受験などの副次効果も

「子供二人の年齢がそれほど離れていない

ため、とにかく大量に経験の種を蒔こうと。勉

強はもちろん、基礎的なものは二人とも可能な

限り（必要と思われる）機会や環境を設定して

きました」

中学3年生の兄・礼智（らいと）さんと小学6

年生の妹・恵梨（えりな）さんの幼少時から、

週末になると何かしらの体験をするためほと

んど外に出かけているような「子供時代」を三

人で（時々夫も交え四人で）過ごしてきました。

その際、子供たちが与えられた機会や環境を自

由に楽しみながら、目一杯体験できることを重

視。その一方で、子供たちの反応をよく観察し、

それを基に次を決めるというアプローチを大

事にしてきました。自ら特徴的と形容する子育

ての一貫したスタンスについて、森下えみさん

はそう振り返ります。

礼智さんが小学校入学以来、文字や文章を

「書く」ことに困難を生じる「ディスグラフィ

ア」に悩まされつつも、その中で最善の打開策

を得るべく常に前向きに試行錯誤を重ねてき

たえみさん。そうした一環として、夫の仕事の

都合により東京から遠く離れた地方都市に滞

在していた6年前、フォーラムエイトの3Dリア

ルタイムVRソフトウェア「UC-win/Road」を

使用するジュニア向けセミナー「ジュニア・ソフ

トウェア・セミナー」をネット上で見つけ、当時

小学3年生だった礼智さんとともに参加。その

翌年からは、小学1年生になった恵梨さんも加

わり、以来二人のお子さんは同セミナーを毎年

受講されてきています。

自然との触れ合い求めつつ、    
ディスグラフィアを巡る奮闘の日々

「私と夫が自然好きということもあり、二

人（兄妹）とも小さな頃から毎週必ず海へ

行っていまして、自然の中で育ったという感

じです」

海に近く自然豊かな地方の中核市に滞在し

ていた当時、二人のお子さんがそれぞれ1歳に

なる前から、えみさんは彼らを海に連れて行

き、二人で遊ばせることが定例化。その間に、

兄が水路などの構造物を砂で作ることに熱中

し、妹が生き物に特別興味を示すというよう

に、二人の異なる個性が次第に育まれ、時に

コラボする過程も見守ってきた、といいます。

それが、礼智さんが地元の小学校入学後、

以前から気になっていた「文字を書くことが苦

手」な側面が顕在化。半年くらいしてノートに

手書きする量が増えてくるに従い、書く速度

が追い付かなくなってきて文字が錯綜。特に

連絡帳を書き取れなくなったことから、学校

と交渉して補助的なデジタルカメラの使用が

許され、何とか最初の危機を凌ぎます。

ところが2年生になって手段の平等をより

重んじる担任に変わると、当時は今日以上に

ディスグラフィアに対する社会的理解度が低

かったことなどもあり、事態は一転。それまで

許容されていたデジカメの使用はもちろん、

様々な代替策も退けられてしまいました。加

えて、ディスグラフィアの症状には個人差があ

ります。礼智さんの場合、ゆっくりであれば少

しは文字を手書きでき、時に「本当は書ける

のでは」といった誤解を招きやすい面もあり

ました。学校で叱責されることが重なり、礼智

さんはストレスから心身の不調が常態化。試

行錯誤する中で、かな入力より生理的に受け

入れやすいというローマ字入力のパソコン操

作を、えみさんは家庭で教え始めます。

一方、地域での症例が少ないとは言え、同

じような悩みを抱える子供たちは国レベルで

一定数存在するはずとの信念から、えみさん

は学校や県と粘り強く交渉。これを受けて、

県が独立行政法人国立特別支援教育総合研

究所（特総研）にアクセスしたところ、従来型

の紙と筆記用具の利用では効果的な対応事

例が確認できず、僅か一例、当時最先端の電

子黒板とタブレットの接続によって効果が得

られたという報告が見つかったのです。それ

ならば、とその年の秋、補助的なタブレット

の使用許可を得るべく、礼智さんと両親の三

人で学校と協議。学校側の懸念点が徐々に解

Academy Users Report
アカデミーユーザー紹介／第 30回

森下礼智さん（左）、森下えみさん（中央）、森下恵梨さん（右）

森下 えみ さん

在住　東京都
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消されてきた頃、それまでの担任が休職。後

任の講師がICT（情報通信技術）に精通して

いたこともあり、2年生の後半からようやくタ

ブレット持参が許されることになりました。

夫の転勤により礼智さんは4年生から都内

の公立小学校へ転校。そこでも引き続きタブ

レットを使用できました。ただ5年生ぐらいに

なると作文の文字数が格段に増えてきたこと

から、家ではパソコンを併用して宿題に対応。

学校でのパソコン使用について相談すると、

同学年の全生徒や保護者に事情を説明した上

で、学校備え付けのパソコン限定で併用も可

能になりました。以前と比べ学校側の特別な

計らいを得やすくなってきたとは言え、依然

様々な制約があったほか、登校自体が困難な

日々も経験しました。

そこで早くから本人の意思を尊重した中学

校探しを展開。礼智さんの強い要望で現在

通う私立学校に絞られた経緯もあり、自身に

とってフィットした環境で学生生活を送って

います。

一方、小学校入学を都内で迎えた恵梨さん

は新たな環境でも多くの友だちに恵まれ、地

方で過ごした幼少期と同様に自然を求めて活

発に行動している、といいます。

子供たちの「経験の種」として　
様々な講座や活動に参加

「東京にいると、新しいことをいろいろ経

験できるというのが最大のメリットかな、と

思っています」

子供たちには「大量に経験の種を蒔く」と

の方針の下、東京へ戻ってからは交通の便を

活かし、二人ともえみさんが張るアンテナに

掛かった数々の講座や活動に参加。そのジャ

ンルは多岐にわたり、そこでの二人の様子を

見ながら、特に反応の強い分野は次により時

間を割くといった子育ての仕方にシフトして

きました。その際、恵梨さんは兄とともに行

動するため、小学校低学年から広範かつ専門

的な取り組みにも触れる機会に恵まれた、と

述べます。

そのような一つが、国立研究開発法人科学

技術振興機構による「ジュニアドクター育成

塾」。これは、小中学生を対象に理数・情報分

野の学習等を通じ科学技術イノベーションを

けん引する人材の育成を目指すもの。小学校

の新5年生になる礼智さんが強く関心を寄せ

たのを受け、どうせなら恵梨さんも一緒にと

応募したところ、揃って受講生に選抜され、礼

智さんは2年間、恵梨さんは1年間の研究活動

に取り組んでいます。

また、礼智さんは体調を崩しがちだった小

学2年生当時、えみさんの知人からプレゼン

トされた本をきっかけにプログラミングに傾

倒。4年生からはプログラミングを教えるス

クールに通い始め、2年前からはそこで恵梨

さんとともに学んでいます。その影響もあって

「小学生ロボコン」のプレ大会（2018年）が

開催された際、6年生の礼智さんはそこに応募

し、そのメンバーとして活動。そして、やはり6

年生の時、公益財団法人孫正義育英財団が募

集する財団生に合格しています。さらに、中学

1年生時の2019年には、公益財団法人日本科

学協会の「サイエンスメンタープログラム」に

も、高校生相当の選抜基準をクリアして採用

されています。このように、小学校への登校に

幾度となく困難を来した礼智さんでしたが、何

事にもトライするえみさんに導かれるうち、自

身の可能性を発揮する様々な機会を積極的に

切り拓いてきています。

「ジュニア・ソフトウェア・セミナー」
への参加を契機に広がる可能性

このような森下さん親子がフォーラムエイト

の「ジュニア・ソフトウェア・セミナー」に出会っ

たのは2015年。礼智さんが地方在住の小学3

年生だった当時に遡ります。

えみさんが夏休みに子供たちと何をして過

ごそうかと考え、音を聞いただけでどこの電車

か分かる「音鉄」の礼智さんが好きな「鉄道」

や、得意な「プログラミング」をキーワードに

ネット検索していたところ、「バーチャルな3次

元空間を作ろう」と謳う当社の企画に遭遇。も

う少し年長の子供向け内容かと思い問い合わ

せてみると問題ないとの回答を得、「VRなの

に良いんだ」と喜び、恵梨さんを実家の両親に

2021年の礼智さんの作品「岩に守られた街」2020年の恵梨さんの作品「東京スカイツリーと秘密の遊園地」

Academy Users Report
アカデミーユーザー紹介／第 30回

礼智さんの作品「交通博物館のある町」

恵梨さんの作品「動物学校」

礼智さんの作品

参加当初のジュニア・ソフトウェア・セミナー
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預けて母子で上京。数日間のセミナーに参加し

ました。

同セミナーではまず、UC-win/Roadを使っ

た3D空間の簡単な作成手順が説明され、実際

にパソコンで作成体験。その上で子供たちが自

らの課題を設定し、3Dモデルを作成しました。

礼智さんは、初めてのVR体験だったのに「ビル

などを簡単に描けたり、（3D空間内に）置けた

りして、めっちゃ面白かった」と、当時の印象を

語ります。

その頃の礼智さんは地図やジャンクションに

熱中する「地図ブーム」のただなかにあり、そ

の意味からもセミナーには彼の好きなものがす

べて揃っていました。それだけに、そこで元を

取ろうとか結果を気にするのではなく、「傷つ

くことなく本人が楽しければ良い」「ただ子供

の経験値を上げたい」との思いでトライしたの

が良かった、とえみさんは振り返ります。

セミナーには、思いのほか低学年の子供た

ちが参加していることに気づき、翌年からは1

年生になった恵梨さんも誘って三人で参加。

恵梨さんも初めてのセミナー体験を通じ3D空

間を「自分で自由に作れて、すごく楽しい」と実

感。以来、これまで三人が連続して毎年参加す

るに至っています。セミナーへの参加を重ねる

中で、礼智さんは次第に道路や信号制御され

た交差点、鉄道など関心の高い分野を深化。さ

らに岩や大型施設、大型船舶、大型自動車の

中に街や立体交差などのインフラ、あるいは博

物館を構築するといった独自の世界観を表現。

それに対し恵梨さんは自然や生き物、あるいは

水上都市など幼少時に親しんだ海辺の記憶を

偲ばせるような3D空間の表現へと、それぞれ

個性的な作風を展開しています。

「このセミナーではプロが使用する本物の

UC-win/Roadを子供たちに使わせてくれると

いうのに驚かされました」。様々な子供向け講

座を経験しているえみさんは、同セミナーの特

徴の一端をこう説明。それでいて、子供たちが

それを使い楽しく、思ったものを作れることで

彼らの自信を醸成。またセミナーを通じ、VRが

どんなものか、どんなふうにして作られている

かを低学年の子供たちが理解できた、と評し

ます。加えて、セミナーで制作したVR作品に対

し、毎年11月に開催される「デザインフェスティ

バル」で優れた作品を表彰。大きなイベントの

一コーナーで多くの来場者を前に褒めてもらう

という貴重な経験は、特に当初自信を失ってい

た礼智さん

を大いに勇

気づける結

果にもなっ

た、といい

ます。

セミナーがもたらす影響、　　　
中学受験で加味されるメリットも

「将来はVRとプログラミングに関係した仕

事に就きたい」と、語る礼智さん。実はその前

に、高校生になったらディスグラフィアに関す

る本を出版したい、との夢にも触れます。これ

には、セミナーでの経験を通じ礼智さんの中で

新たな次元の自信が生成。ディスグラフィアに

対する理解が社会に浸透し、それによって自身

と同じように苦しんでいるであろう人たちへの

一助になれば、との思いがあります。

一方、恵梨さんは「英語を頑張りたい」との

目標を述べます。前述のセミナー表彰式で大

学生らが英語で発表・説明しているシーンを目

にし触発されたそうで、来る中学校探しではそ

うした環境も重視したい考えです。

中学受験という意味では、多様性などの観

点から近年、学校側が基礎学力と併せ、小学

校6年間の学習歴を重視する流れが窺われる、

とえみさんは言及。事実、一部の学校では同

セミナーでの受賞がクレジットとして認められ

ている例もあり、今後はさらに同セミナーの受

講や受賞歴なども受験に当たって加味される

ケースが広がるのではと期待を示します。

「（VRのセミナーだからと）あまり難しく構

えないで、どんなものか一度トライしてみると

良いのでは」。実際、まだ早いかと思われた小

学1年生の恵梨さんも自由に好きなものが3D

空間に作れるプロセスを享受。また、着実に

VR制作のスキルが向上することで子供たちの

自信にも繋がるはず、とえみさんは説きます。

 （執筆：池野 隆）

2020年11月品川インターシティホールで表彰式
パックンが金賞を受賞されたお2人にインタービュー

表彰式の様子
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我が国は、地形・地質・気象等の条件が厳しく、たび
たび自然災害に見舞われています。また、７月には静
岡県において大規模な土石流が発生し、大きな被害
が出てしまいました。心よりお悔やみとお見舞い申し上
げますとともに、１日も早い復旧をお祈り申し上げます。
土木に携わる者として、設計・解析などの重要性を改
めて感じた次第です。

地盤分野で用いられるＦＥＭ地盤解析は、約半世紀
にわたり、地盤変形・斜面安定・液状化・浸透流・近接
施工等の問題解決のツールとして、多くの複雑なモデ
ルをシュミレーションしてきました。また、実験室内で実
現象を再現することが困難な場合や膨大な費用を要
する場合などには、ＦＥＭ地盤解析は様 な々現象などを
予測し、変形・応力を可視化し、複雑な地盤などの挙動

メカニズム把握などに大きな貢献をしてきました。
しかしながら、ＦＥＭ地盤解析は複雑な支配方程式を
用いていることや、プログラムの実施過程のほとんどが
ブラックボックスであるなど、不得手な方も多いと思い
ます。ＦＥＭ地盤解析に用いる地盤定数においては、
数十～数百平方メートルの解析範囲に対して、土質サ
ンプルは拳大の物が数個程度と、費用・日数等の制限
もあり、なかなか数が増えないのが実情です。
とはいえ、ＦＥＭ地盤解析の活躍範囲はますます広く
なっており、解析プログラムのバージョンアップはもちろ
んのこと、入力地盤定数においての文献等も充実して
きており、実務でのＦＥＭ地盤解析実施数は年々増え
ております。
本コーナーは、ＦＥＭ地盤解析プログラム「Ｇｅｏ Ｅｎｇｉ

ｎｅｅｒ’ｓ Ｓｔｕｄｉｏ Ｖｅｒ.２」による、実務での利用を考慮し
た解析例を紹介します。

連載
第2 回

株式会社 ブルドジオテクノ
代表取締役
 花田俊弘（はなだ・としひろ）

福岡県出身、１９８２年に福岡建設専
門学校卒業。 １９８２年土木会社創
業、１９９０年に技術部門を立ち上げ、
現在に至る。

使用製品　Ｇｅｏ Ｅｎｇｉｎｅｅｒ’ｓ Ｓｔｕｄｉｏ Ｖｅｒ.２
平面ひずみ解析、軸対称解析を対象とした、静的な地盤の応力～変形解析を行
う２次元弾塑性地盤解析プログラムです。土留め掘削解析、シールドトンネル掘
削解析、液状化解析など地盤に連動する多くの土木構造物の断面力・変位、お
よび周辺地盤の変形影響解析を実施する場合に、威力を発揮する汎用FEM
製品です。ＦＥＭモデルの作成はＣＡＤ的な入力方法を採用し、SXF、DWG、
DXFファイルのインポートにも対応しています。ここでは、地盤分野で用いられるＦ
ＥＭ解析を「略称：ＦＥＭ地盤解析」と呼んでいます。 

株式会社 ブルドジオテクノ
代表取締役　花田俊弘

技術士（建設部門／総合技術監理部門）

 （福岡県内：撮影 花田）

Up&Coming135 号 ユーザ製品体験レポート10



Ｇｅｏ Ｅｎｇiｎｅｅｒ’ｓ Ｓｔｕｄｉｏ Ｖｅｒ.２の特徴

　本プログラムは、平面ひずみ解析、軸対称解析を対
象とした、静的全応力法による地盤の応力～変形解
析を行う２次元弾塑性地盤解析プログラムです。
　主な適用範囲としては、以下の検討に使用すること
ができます。
1． 地盤の応力・変形解析
2． 地盤と構造物の相互作用の検討
3． 水圧の変動が地盤に及ぼす影響の検討
4． トンネル掘削時地盤影響・施工検討解析
5． 土留め工の弾塑性解析
6． 堤防の地震時液状化の影響解析

　また、特徴として
1． ステップを考慮した解析が可能
2． 境界条件はローラ・固定・強制変位を定義可
3． 構成要素モデルは
　 ・ 平面ひずみ,軸対称,梁,棒,バネ要素など
4． 地盤モデルは
　 ・ 弾性、非線形、ＭＣ、弾塑性、液状化モデル
　 ・ No-Tension、梁要素のＭ－φモデルなど
5． 考慮可能な荷重は
　 ・ 集中、等分布荷重、強制変位
6． オートメッシュ機能を搭載
など、多種の解析モデルへの対応が可能です。

ＲＣ擁壁の土圧検討例

本検討例は、ＲＣ造逆Ｔ型擁壁設置に当たって、土
圧層が軟弱な上に、工事後の隣接地に残土仮置に
よる土圧増加によるＲＣ擁壁の構造上の影響を解析
(二次元)した例です。
解析は平常時を対象とし、設置段階をステップでモ
デル化し二次元ＦＥＭ地盤解析を行いました。以下ス
テップで解説します。
1． 工事前（説明用モデル図↓）

以下ステップ解析結果の一部を示します

2． 切土・掘削時(せん断ひずみコンタ図↓)

3． 擁壁設置(せん断ひずみコンタ図↓)

（ＲＣ断面応力↓）

4． 隣地残土仮置き時(せん断ひずみコンタ図↓)

（ＲＣ断面応力↓）

残土仮置きによって、竪壁脚部曲げモーメントは約
72%増加し、RC擁壁は約8mm位置がずれる結果と
なりました。

トンネルの掘削時周辺地盤影響解析例

本検討例は、シールドトンネル掘削による周辺地盤へ
の沈下影響を解析した例です。掘削径6mのシールド
掘削時の地盤への影響を解析（二次元）した例です。

　上図：鉛直方向の沈下量コンタ図↑
・ 地表面の鉛直沈下量＝１０mm
・ シールド掘削面天端の沈下量=１６mm
という結果になり、周辺地盤への影響は少なくないと判
断されました。

ＲＣ擁壁の土圧検討例

モデル図

・節点数 ： 2724
・ソリッド要素 ： 2601
・要素 ： ＭＣ、弾性

トンネルの掘削時周辺
地盤影響解析例

モデル図

・節点数 ： 5198
・ソリッド要素 ： 5088
・要素 ： 弾性

掘削時変位図（X100）

掘削時せん断応力図

変位図（X10）

主応力図

切土 仮置き残土(H8m)

設置逆Ｔ型擁壁(H4m)

掘削径6m

沈下16mm

沈下10mm

切土 掘削

M=58.3kN･m

擁壁

M=100.6kN･m

擁壁が約8mm 左側へずれている

残土擁壁

Up&Coming135 号ユーザ製品 体験レポート 11
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ＦＬ分布

天端の沈下

M=218.2kN･m

斜面の安定検討例
　本検討例は、盛土斜面の地下水位上昇時の変形・
作用力解析(二次元)を行った事例です。

　　上図：変位図(Ｘ 10 倍)↑

　　上図：せん断ひずみコンタ図↑

　盛土下側部分の土層にひずみが集中しているのが
分かります。

ＲＣ地下水路の
変形解析（応答震度法）例
　本検討例は、地下設置ボックスのレベル２地震時
「応答震度法」の変形及び作用力解析(二次元)を
行った事例です。

　　上図：変位図（X10 倍）↑

　　上図：せん断応力コンタ図↑

　ボックスに作用する応力算出結果のうち、Ｍ（モーメ
ント）図を示しています（上図↑）

河川堤防の地震時
安定（液状化）検討例
　既設河川堤防の耐震安定性評価にＦＥＭ地盤
解析を用いた事例です。具体的には、「H19.3 河

川構造物の耐震性能照査指針（案）・同解説」及び
「H28.3 河川構造物の耐震性能照査指針」 国土
交通省河川局治水課における基礎地盤のＦＥＭ自重
変形解析（二次元）です（液状化による堤体沈下量を
算出）。

　　上図：フロー図↑

　解析では「レベル２①液状化前→②液状化時→③
体積圧縮時」のステップ解析を行い、「液状化による
自重変形量」を解析により求めています。

　　②液状化時：液状化ＦＬ分布図↑

　　③体積圧縮時：変位図↑

本堤防は、レベル２地震で液状化が発生する可能
性が大きく、なおかつ堤体下側土層に液状化の発生
が予想される。また、液状化による堤体沈下量は洪水
時水位に近いため、耐震上問題がある堤防であると
判断されました。

このようにＦＥＭ地盤解析は、多種の構造への適用
が可能であり、ＲＣ構造との複合構造の解析にも用い
られる。また、可視化図表が豊富で、変位や応力分布
もカラー図で確認出来ます。
  「Ｇｅｏ Ｅｎｇｉｎｅｅｒ’ｓ Ｓｔｕｄｉｏ Ｖｅｒ.２ 」は、地盤分野
のＦＥＭ解析ツールとしては、活用分野も広く計算も安
定しており、操作も分かりやすいソフトです。業務での
諸問題解決などに活用してください。

斜面の安定検討例

モデル図

・節点数 ： 3336
・ソリッド要素 ： 3216
・要素 ： 弾性

  主応力図

ＲＣ地下水路の変形
解析（応答震度法）例

モデル図

・節点数 ： 2340
・ソリッド要素 ： 2204
・要素 ： 弾性

主応力図

河川堤防の地震時
安定（液状化）検討例

モデル図

・節点数 ： 10374
・ソリッド要素 ： 3351
・要素 ： バイリニア弾性、剛性低
下弾性、弾性

地震力方向

BOX（6mx6m）
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有限会社沖野工務店
代表取締役
沖野 寛幸さん

URL ： https://oknkmt.com
所在地 ： 新潟県燕市

「T&I Modeling」は、社寺建築の新築や修理に携わる、前述の職

人3人により構成。自らの経験や知識を反映し、社寺建築を主にリア

ルな現場目線の3Dモデルを制作しています。そうした着想を得た背

景として、T&I Modelingの代表を務める上野さんは法隆寺をはじめ

とする日本の社寺建築の歴史的意義に言及。その伝統を支える職人

の技術はこれまで、それぞれの時代で技術革新を受け入れながら継

承されてきた、と振り返ります。その上で大事なものを守り、残すた

めに「変えてはならない部分」と「変わらなければならない部分」が

ある、と指摘。木材を職人が手加工する技術、木割りや規矩術といっ

た社寺設計の考え方は前者に、設計図・施工図の作成方法やコン

ピュータにより建物を表現する手段など情報通信技術（ICT）の分野

は後者に位置づけます。特に近年、BIMやDX、XRなど先進ICTの活

用が促される流れもあることから、世界に誇るわが国社寺建築の3D

モデリングにフォーカスした取り組みを進めてきた、といいます。

社寺建築における特有の屋根の曲線に加え、曲面部材の組み合わ

せを屋根に多用するなどの特性から、それらを表現するに当たり、上

野さんはNURBSに注目。もともとShade3Dを使用していたところ、

Ver.17以降のProfessional版でNURBSによるモデリング機能が追

加。2018年にVer.18のProfessional版を導入し、使い勝手が実感され

たのを機に、モデリングのメインソフトをShade3Dとする現行スタン

スを確立。次いで、氏の作成した3Dモデルを見て触発された高橋さん

がVer.19から、同じく沖野さんがVer.20からそれぞれ導入。Shade3D

をT&I Modelingの基盤ソフトとする体制が形成されてきました。

同氏らはこれまで実際の社寺建築の施工に携わるのと並行し、そ

れらの3Dモデルを制作。関係する設計者や建設会社、あるいは寺や

檀家向けに完成イメージ図や動画、3D資料などを提供。その際、例え

ば工務店などには原寸図や施工用モデルとしての、職人には図面の

理解を支援するツールとしての活用を想定。長年の経験に基づき現

場目線で実物に忠実に制作される3Dモデルは、建設工程のほぼすべ

ての関係者に有用な強みを発揮しています。

T&I Modelingの結成以来、Shade3Dを駆使して様々な3Dモデル

が制作されてきた中で、特徴的な活用事例の一つが、ある国分寺から

の依頼による「七重塔」です。かつて建立されていたのに資料がほと

んどないため、通常業務をこなしつつ10ヵ月近くかけて、実際に再建

するのと同様に膨大な量の2Dの詳細図や屋根の原寸図を作成。それ

を基に3D化し細部まで再現しています。また、沖野さんが手掛けて

いた「六角堂」の建築に当たり、設計者向けに内部・外部のパース図

と全体像が分かる動画を、工務店向けに屋根部材の曲線を描いてい

く原寸図と3Dモデルを制作。設計・施工段階を通じ関係者間の打合

せやチェックなどで活用されています。さらに、かつて存在した「城

郭」を再建したいという地元の要望を支援するため、3Dモデルの制

作に着手。木造の軸組みや細かな部材、瓦まで時代考証に耐え得る

よう3人が分担して調査しつつ、現在2Dの全体図作成が進行中です。

「ブーリアン機能の『削ったり』『掻き取ったり』『穴を空けたり』

といった作業が感覚的にも工程的にも木材を加工するのと似ていま

す」。上野さんは職人として実感したShade3Dの利点の一つをこう

述べます。一方、高橋さんは建築教育におけるShade3Dの活用可能

性に注目。沖野さんもプロジェクト関係者間でのコミュニケーション

を向上させるツールとしての効果を説きます。　　（執筆：池野隆）

Vol.11
　ものづくりの街として知られる新潟県燕市に拠点を置く宮大工「有限会社
沖野工務店」。社寺建築を通じ、日本の伝統美と技術を継承するとともに、世
代を超えて愛される建築物の創造に取り組む同社が設立されたのは、2002年
（創業は1978年）。以来、県内を中心とする数々の寺院や神社をはじめ、社寺
建築のノウハウを活かした一般住宅など様々な施工実績を誇ります。
　同社代表取締役の沖野寛幸さんが現在、社業の傍ら力を入れているのが

「T&I Modeling」の活動です。これは氏がかつて、いずれも福井県の宮大工、
高橋健二さん（株式会社社寺建）および上野拓さん（田中工務店）と同じ現場
の仕事に従事。その際、上野さんらが以前から手掛けていた3Dモデリングの一
端に触れたのを機に、「3Dモデリングを通して社寺建築を次の時代に繋げてい
きたい」との考えで一致。2年ほど前にチーム「T&I Modeling」が結成されまし
た。そこでは活動のベースとして、Shade3Dの活用が位置づけられています。

社寺建築を通じた日本の伝統美と技術の継承目指す
Shade3D活用で社寺建築の3D化を推進する「T&I Modeling」の活動にも力

Interview

▲左：細部まで3D化された七重塔／右：六角堂のパースと屋根の軸組みの表現

  高橋健二さん
（株式会社社寺建）

  沖野寛幸さん
（有限会社沖野工務店）

  上野拓さん
（田中工務店）

T＆I Modelingが手掛けた
伝統建築のモデルや工法を
Instagramで紹介中
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Professionalグレードに搭載されているNURBS形状では、基本
的な形状の作成や編集機能に加え、フィレット、面取り結果をフロー
ティング状態で維持し、後編集を容易に行うことができます。NURBS
形状には「カーブ」（線形状）、「開いたサーフェス」（厚みのない形
状）、「閉じたサーフェス」（多様体）があり、専用のツールボックスよ
り作成と編集を行います。

●作成ツールボックス（左）編集ツールボックス（右）

スイープ
カーブに別のカーブをそわせてサーフェスを作成します。

●ガイドカーブと対象カーブ（左）スイープした形状（右）

押し出し
カーブを任意の方向に押し出してサーフェスを作成します。

●元のカーブと押し出し方向（左）押し出した形状（右）

回転
カーブを指定した軸で回転させたサーフェスを作成します。

●元のカーブと回転軸（左）回転軸で回転した形状（右）

ミラー
形状の鏡像を作成します。

●元のサーフェス（左）X方向に鏡像作成された鏡像（右）

Shade3D公式サイト
https://shade3d.jp/ ▼

Shade3D

vol.13

本連載では、主な機能や関連情報をピックアップして紹介
していきます。Shade3Dは、高精度のモデリング、レイア
ウト、カメラ、光源、レンダリング、アニメーションなど建
築パースやインテリアデザイン、プロダクトデザインに必要
な機能を搭載し、UC-win/Roadのモデリングツールとし
て活用が可能です。
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面の取り出し
選択したサーフェスの面を開いたサーフェスとして取り出します。

 ●選択した面（左）取り出された面（右）

フィレット（フローティング式）
エッジにフィレット情報を付加します。後編集が可能で用途に応じ
て形状として固定することもできます。

 ●エッジにフィレット設定（左）後編集で別の数値を指定（右）

面取り（フローティング式）
エッジに面取り情報を付加します。後編集が可能で用途に応じて形

状として固定することもできます。

 ●エッジに面取り設定（左）後編集で別の数値を指定（右）

厚み（フローティング式）
サーフェスに厚み情報を付加します。後編集が可能で用途に応じて
形状として固定することもできます。

 ●サーフェスに厚み設定（左）後編集で別の数値を指定（右）

シェル化（フローティング式）
サーフェスにシェル情報を付加します。後編集が可能で用途に応じ
て形状として固定することもできます。

 ●サーフェスにシェル設定（左）後編集で別の数値を指定（右）

 ●

ブール演算（フローティング式）
ブール演算パート内に形状を入れて「和」「差」「積」のブール演算
を行います。パート内での形状の移動、編集、入れ替え、演算方式の
変更などをを行えます。

 ●元のサーフェス（左）「差」のパートに入れてブール演算（右）

NURBSモデルの作例
これらの機能を組み合わせてモデリングすることで、下図のよう
な複雑なモデルの作成を行えます。モデルの作成手順はShade3D
チュートリアル「ロボットアームをNURBSで作る」からご覧いただけ
ます。

Shade3Dチュートリアル
「ロボットアームをNURBSで作る」



Episode21

ヨーロッパを陸続きにした鉄のモグラTBM
― EU統合の象徴ユーロスターの開業 ―

吉川 弘道
東京都市大学 名誉教授

早稲田大学理工学部卒業、工学博士、コロラド大学客員教授（1992-3年）。専門は
耐震工学、地震リスク、鉄筋コンクリート。土木学会論文賞、土木学会吉田賞他受賞。
著書に『都市の地震防災』（フォーラムエイトパブリッシング）他多数。現在、インフラツー
リズム推進会議議長を務めるほか、「魅せる土木」を提唱。‘土木ウォッチング’、‘Discover 
Doboku’を主宰。土木広報大賞2019（土木学会）準優秀部門賞（イベント部門）受賞。

連載  vol.7

■開業から四半世紀を迎えたユーロスターEurostar：
1994年に開業した高速鉄道ユーロスターは、既に四
半世紀が経過した。2016年にはアムステルダム（オラ
ンダ）までの運行が開始し、ヨーロッパの主要な交通施
設となっている。最高速度300km/hで走行し、主要都
市（ロンドン-パリ：2時間15分、ロンドン-ブリュッセル：1時
間50分）を高速で繋ぐ。

WELCOME “EUROPA” BIENVENUE

[Photo1]。 1991年5月22日、欧州大陸と

イギリス本島を結ぶ英仏海峡海底鉄道

トンネルの1本が貫通した瞬間である。

賢らに歓喜することなく坑内業務に勤し

むエンジニアの姿が心を打つ。一転し

て[Photo2]は、偉業を成し遂げたエンジ

ニアたちの誇らしげな記念写真である。

20世紀末に巨歩を記した大プロジェ

クトには、このように説明されている。

『4,000万年前氷河期に分断されたブリ

テン島を再び陸続きにするという、ナポ

レオン以来の壮大な夢を実現させたの

は、川崎重工製の2基のトンネル掘削機
TBMであった』

世界記録を残した
川崎重工のトンネル掘削機

トンネルボーリングマシン（TBM : 
Tunneling Boring Machine）とは、地盤/岩
盤中を巨大なカッターヘッドで掘削し、
支保するマシンである（[Photo3]は、現地
搬入前の国内での仮組立と試運転）。こ
のプロジェクトでは、海面下100m、海底
下40m、10気圧のもとで敢行され、最大
月進1,200ｍ（おそらく世界新記録であろ

う）を樹立したことも強調したい。

EU統合の象徴として1994年（平成6年）

に開業した高速鉄道ユーロスターの運用

は、既に四半世紀が経過。2016年（平成

28年）アムステルダムへの新路線開通を

機に、家族旅行でロンドン-ブリュッセル

間に乗車した。ロンドンを始発してやが

て英仏海峡海底トンネル通過のお知らせ

が車内に掲示された[Photo4]。日本人と

して何とも誇らしい気分で、廻りの西欧人

（??）に伝えようかと辺りを見渡したが、

思いとどまり同行の家族に説明した次第
である。

【謝辞：川崎重工から提供された画像と資料により”物語 ”にしました】　https://www.khi.co.jp/stories/articles/vol62/

1 2

3

4

1 1991年英仏海峡海底トンネルT2が貫通した（提供：川崎重工）　2 英仏海底トンネルの開通に沸く坑内（提供：川崎重工）
3 現地搬入前の組立と試運転を終えたTBM（川崎重工・播磨工場） 4 海底トンネルの通過を知らせる車内の電光掲示。ロンドン発ブリュッセル行ユーロスターにて著者撮影（2018年5月）
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吊り橋（Suspension Bridge）とは、 ケー
ブルなど高強度で曲がりやすい部材によ
り橋桁と床版を吊り下げる橋の総称。近
代の大型吊り橋は、通例2本の主塔を設
置し、その背面にアンカレイジとなる橋
台を設け、その間（橋台～主塔～主塔～
橋台）に張り渡した主ケーブルにより、通
行路となる橋桁（補剛桁）を吊り下げる。
下から見上げた補剛桁[Photo1]から、長
い長い支間距離（桁下空間）をとっている
ことに着目されたい。ただし、[Photo１]に
見えてる支間は、世界最長の中央支間で
はなく側径間である。

吊り橋の構造的なメカニズムを知るに
は、その主要部材に着目することから始
まる。ここでは、明石海峡大橋を例にと
り、4つのPhotoによって、順次、主塔+下
部工、橋台、主ケーブル、補剛桁（橋桁）
の写真を提示したい。巨大橋梁の解剖で
ある。先ずは、主塔[Photo2]が、海面下
の下部工の直上に設置される。両端の橋
台が主ケーブル[Photo3]に生じる膨大な
引張力を受け止める巨大なアンカレイジ

（Anchorage）として機能し、その自重と
底面との摩擦力により抵抗する（主塔側

に、引き込まれない様に踏ん張っている）。
吊り橋は、高く堅牢な主塔が主ケーブ

ルを通じて橋全体を保持していると見る
こともでき、主ケーブルには引張力、主
塔には圧縮力が作用する。地盤と繋がる
のは、通例、両側のアンカレイジと主塔
基礎の4カ所であることも重要なポイント
となる。主塔～橋台間および主塔～主
塔間に張り渡された主ケーブルは、直下
に多数のハンガーロープ（吊索）を吊り下
げ、今度は、ハンガーロープが橋桁を吊
り下げることになる。[Photo3]は主塔～
橋台間の写真であり、遥か遠方には橋
台（アンカレイジ）[Photo4]が鎮座してい
る。吊り下げられた橋桁とその床版は通
行荷重を支え、鉄道橋や道路橋として機
能する（[Photo5]は補剛トラスを内部から
見たもので、通行路ともなっている）。橋
桁自体は、通行路として橋の形状を保つ
剛性・強度があれば十分なので、補剛桁
とも呼ばれる。

主塔間の距離は中央支間（Cen t e r 
Span）と呼ばれ、世界の長大橋梁は中央
支間の距離を競っている。多くの橋梁形
式の中で、吊り橋は最も長い中央支間を

採ることができ、例示した明石海峡大橋
は，世界最長1991mを誇る。一方では、
このような巨大構造物は複雑多岐にわた
る構造設計が必要になる。柔構造がある
が故、特に耐風安定性に対する入念な
検討が必要である。
さて、締め括りとして、吊り橋の全体像

を見て頂きたいが、紙面の容量もあり、
下記サイトを閲覧されたい（敢えて、上記
とは別の長大吊橋を例示している）。

土木ウォッチング
「臨海副都心と都心を結ぶ
レインボーブリッジ」

本来なら、橋梁そのものの自重（死荷

重Dead Load）をどのように支えているの

か、車両や列車などの交通荷重（活荷

重Live Load）をどのように受け止めるの

か、大地震が襲来した場合（耐震設計

Seismic Design）、台風が襲った場合（耐

風設計Wind Resistant Design）などにつ

いて、それぞれの耐荷メカニズムを説明

する必要がある。機会を改めて紹介／

解説したい。

Episode22

長大吊り橋のメカニズム
― どういうメカニズムで長大橋を支えているのか？ ―

https://www.facebook.com/
forum8JP

https://www.instagram.com/
forum8jp/

フォーラムエイトはfacebook、Twitter、Instagram等の各種SNSで最新の情報をお届けしています。
ここではFacebookで公開された吉川弘道執筆による連載『土木が好きになる27の物語』のエピソードを順次ご紹介していきます。

https://twitter.com/
FORUM8JP

■長大橋の構造比較：吊り橋vs.斜張橋
橋のスパンが200ｍを超すと、斜張橋または吊り橋が選択されることが多い。どち
らも吊り構造のため外観は似ているが、その耐荷メカニズムは異なる。
・吊り橋：ハンガーロープが橋桁を支えている。主ケーブルは多数のハンガーロー
プの重みによってたわんで曲線を描く。
・斜張橋：主塔から斜めに張られたケーブルが、直接橋桁を支える。
最大スパンから言えば吊り橋が勝るが、構造は複雑になりより長い施工期間となる。

1 2

3 4

5

1 先ずは、補剛桁を見上げてダイナミズムをご覧あれ　2 正面と遠方の2本の主塔を確認されたい　3 2本の主ケーブルに多数のハンガーケーブルが垂れ下がる
4 コンクリート製の橋台（補剛トラスと太い主ケーブルも見える） 5 補剛桁を内部から見る（点検や見学にも使われる）
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岐阜県神岡鉱山の地下1,000mに建

設され地下実験施設スーパーカミオカ

ンデ[Photo1]。巨大な地下空間を5万ト

ンの純水で満たし、宇宙から降り注ぐ

素粒子ニュートリノの検出実験を実施

するもので、1996年より観測が開始さ

れた。一連の研究成果は梶田隆章教

授のノーベル物理学賞（2015年）に発

展し、日本中が湧きあがったことは記

憶に新しい（その前身であるカミオカ

ンデは1983年に稼働し、その後小柴昌

俊教授のノーベル物理学賞（2002年）

に繋がった）。

さて、この巨大な地下実験施設は、

連綿と続く我が国の採鉱技術や地下

掘削技術（岩盤大空洞構築技術 Rock 

Engineering）が、大きく寄与したこと

は間違いない。先ずは[Photo1]をご覧

あれ。岩盤空洞の形状は、直径40m高

さ45.6mの円筒形および上部に接続す

る高さ12mの半回転楕円体ドームにて

形成される。これは、空洞の力学的安

定および建設費の観点から設計され

た軸対称構造である。工法的には、ス

ムースブラスティング、NATM工法（吹

付コンクリート）、先進グラウト工法、

長尺ロックボルトなどが重要な要素技

術である[Photo2]。加えて、岩盤挙動

計測（内空変位、ボルト軸力etc.）およ

び3次元弾塑性FEM解析などが試み

られ、情報化施工（Computer Aided 

Construction）の先駆けでもあった。

東京大学宇宙線研究所神岡宇宙素

粒子研究施設が主導する一連の研究

は、カミオカンデからスーパーカミオ

カンデ[Photo4]と受継がれ、それぞれ

ノーベル物理学賞に繋がったことは

日本人の誇りでもある。その後継とし

て、国際協力科学事業ハイパーカミオ

カンデの計画が報じられている。ここ

では、更なる大容量の地下水槽（容量

26万トンとも伝えられている）を必要と

し、先進の大空洞構築技術が再登場

することになる。

そして、このEpisode23を閲覧してい

る若手エンジニア、学生/院生諸君が、

この国際プロジェクトに参画すること

も、あながち夢物語ではない。わが国

の誇るノーベル物理学賞の栄光の方

程式を担う、鉱山エンジニアや建設エ

ンジニア達を鼓舞激励したい。

Episode23

地下に建造された巨大水槽スーパーカミオカンデ
― 先進の空洞掘削技術が可能にした地下実験施設 ―

■ニュートリノ天文学を結実させた巨大水槽：
岐阜県神岡町（現・飛騨市）に建設された地下実験施設は、小柴教授
（東京大学）が構想・実現した。超純水を満たす巨大水槽の容量は、
カミオカンデ（3000トン）、スーパーカミオカンデ（5万トン）、次世代施
設ハイパーカミオカンデでは26万トンとも伝えられている。
【参考：讀賣新聞2020年11月19日夕刊】

【写真提供：東京大学宇宙線研究所 神岡宇宙素粒子研究施設】　

■ 東京大学宇宙線研究所附属神岡宇宙素粒子研究施設 HP
　http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/
■ スーパーカミオカンデ 公式 HP
　http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk/news/
■ 参考文献：スーパーカミオカンデの空洞掘削について
https://www.jstage.jst.go.jp/article/shigentosoz
ai1989/111/6/111_6_381/_pdf

3

1

2

4

1 スーパーカミオカンデの全体構造図　
2 岩盤内に建設中の地下空間（円筒形+半回転楕円体ドーム）　
3 水槽内壁の超高感度光電子増倍管の設置作業
4 超高感度光電子増倍管の設置完了後、純水が満たされる

【出典：すべて東京大学宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究施設】
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空港施設は、誘導路、エプロン（駐機
場）、滑走路、旅客ターミナルビル、貨物
ビル、管制塔、格納庫など面的な拡がり
を持つ複合エンジニリング施設である。
企画設計に際しては、周辺の陸海空から
の制約が大きく、風向きなど気象条件に
よって運用が左右されることなど、空港
ならではの特徴に配慮することが欠かせ
ない。

旅客ターミナルに代表される華やかな
国際空港はワクワク感満載であるが、運
航を下支えする空港土木施設について
は、土木技術者(Civil Engineer)の出番と
なる。巨大複合施設のうち、滑走路/過走
帯/誘導路、エプロン、標識施設などを対
象とした“空港土木施設設計要領”（国土
交通省航空局）が制定されていることを
付記したい。

さて、Episode24では、我が国の4つの

巨大空港を採り上げ、航空写真によって

その構造やレイアウトを俯瞰して頂きたい。

以下に4空港の概要を列挙したが、
空港名称には英字による空港コード
（IATA 3-Letter codes）を併記している
（身近な例として、預入れ荷物のバゲー
ジクレームタグに大きく印字されてい
る）。加えて、空港施設の心臓部である
滑走路の基本仕様（長さ×幅、指示指
標）を記している。指示指標とは滑走路
の方向を表す2桁の数字。例えば、中部
国際空港[Photo3]では、手前左に36、遠
方18が見えるが、それぞれ360°（北）、
180°（南）を表している（当然のことな
がら、両数字の差は18となる）。また、
成田国際空港[Photo2]のように2本の平
行滑走路が運用される場合、A滑走路
16R/34L、B滑走路16L/34Rと表示され、
R=右側、L=左側を表す。

[Photo1]新千歳空港CTS：国内/国際航

空ネットワークを担う北の拠点空港。

A滑走路：3000m×60m 01L/19R

B滑走路：3000m×60m 01R/19L

[Photo2] 成田国際空港NRT：国際線に
限れば国内最大の発着規模であるが、
羽田シフトが進んでいる。
A滑走路：4000m×60m 16R/34L
B滑走路：2500m×60m 16L/34R

[Photo3] 中部国際空港NGO：伊勢湾
内に建設された海上空港。愛称はセント
レア。
滑走路：3500m×60m 18/36

[Photo4] 関西国際空港 KIX：大阪湾
泉州沖に建設された海上空港。24時間
運用可能な西のゲートウェイ。
A滑走路：3500m×60m, 06R/24L
B滑走路：4000m×60m, 06L/24R

その国の顔ともなる国際空港は、今世
紀初頭より、アジアを中心とした新設需
要が増大している。そこでは先進のハイ
テク技術やアーキテクチャーに加えて、
環境やセキュリティに配慮した近未来型
空港施設(Future Airport)のデザインが
模索されている。

Episode24

日本の国際空港メガエアポートを巡る
― 空港土木施設に興味津々 ―

Discover Doboku 日本の土木再発見　https://www.facebook.com/DiscoverDoboku
土木ウォッチング -インフラ大図鑑-　https://www.doboku-watching.com/

吉川 弘道 関連サイト

■滑走路の長さと方向：
滑走路の長さは、大型ジェット旅客機で2500m、長距離国際線では3000m程度
必要とする。日本で最も長い滑走路は、成田空港A滑走路と関西空港Ｂ滑走路の
4000ｍ。また、滑走路の方向は、気象条件や地理条件の制約を受けて設計/建設
され、（新千歳空港の場合）01/19のような指示指標にて表示される。近代の国際
空港では複数本の滑走路を運用し、より効率的な安全運航に努めている。

【参考：基礎からわかる空港大百科 イカロスMOOK】

1 新千歳空港CTS 2 成田国際空港NRT （提供：国際航業株式会社）

3 中部国際空港NGO 4 関西国際空港 KIX
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Up&Coming135号 河川余話20

 治水の歴史

 大川（旧淀川）の歴史

大川（旧淀川）
vol.9

淀川は、洪水と治水を繰り返してきた悲惨な歴史を教訓に、200年に一

度という大洪水に備えるために行われた、淀川の改修工事によって毛

馬の水門・閘門が建設され昭和49年（1974年）10月に完成しました。毛

馬の閘門と旧洗堰は明治18年（1885年）の淀川大洪水を起因に明治43

年に設けられたもので、オランダ人技師のヨハネス・デ・レーケの設計

により当時の最高技術が駆使され、わが国近代治水工事の発祥と言

われています。

毛馬閘門は新淀川と大川（旧淀川）の間に生じた約1ｍの水位差を解

消し船が安全に航行できるように造られました。新淀川と旧淀川と分

岐する部分を2つの扉で仕切り、その中に船を入れて扉を閉め、扉と扉

の間（閘室）の水位を進行方向にある川の水位と同じにすることで、2

つの川の水位差を解消しました。

毛馬の閘門を経て、淀川旧流路である大川は、大阪市都島区と

北区の境を南流していきます。都島区側の左岸には桜ノ宮公園

があり、桜の名所となっています。対岸の天満橋には公園があ

り、桜の名所となっています。対岸の天満橋には造幣局があり、

ここも桜の名所で桜の季節には一般に開放され賑わいます。通

称「通り抜け」と言われています。

造幣局の少し北あたりは、大阪アメニティパーク（OAP）として

再開発が行われ帝国ホテルなどが入ります。

大阪府大阪市 

中之島地区（手前側：堂島川・奥側：大川）

旧毛馬閘門 

昭和49年（1974年）から現役の毛馬閘門 

淀川の分岐点 淀川の本流、毛馬の閘門を通り大川へ

淀川

図1 

写真1 

写真1 

写真4 

写真2 

写真2 

写真3 

写真3 



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

Up&Coming135号河川余話 21

 見どころ寄りどころ

● FPB（フォーラムエイトポイントバンク）ポイントの寄付を受付中 !!

   詳細は P.97をご覧ください。

1）国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所　https://www.kkr.mlit.go.jp/yodogawa/
2）淀川資料館　https://www.kkr.mlit.go.jp/yodogawa/shisetu/yodo-museum/
3）大阪市HP　https://www.city.osaka.lg.jp/
4）大阪市北区HP　https://www.city.osaka.lg.jp/kita/
5）大阪市都島区HP　https://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/

<参考文献>

大阪の中心街を流れる大川は趣のある建築物と緑の木々

が共有する空間です。その大川をアクアライナーが周遊し

ています 写真5 。大川には歴史的に有名な橋が多く架か
っています。新鴫野橋、天満橋、淀屋橋難波橋、天神橋の

下をくぐり大阪城港へと戻ります。昭和10年（1935年）竣

工の天満橋は、戦前の三大ゲルバー橋の一つです。

大阪天満宮は大阪市北区にあり日本三大祭りの一つであ

る天神祭が毎年7月24日・25日に行われます。天神祭に執

り行われる船渡御と呼ばれる神事で神霊をのせた御鳳

輦奉安船に、お囃子、供奉船などが従い、天神橋のたも

とから出航して造幣局や中之島のある大川をさかのぼ

り、反転してくだり天満宮へともどります 写真6 。

造幣局は大阪市北区の大川沿いに位置し大阪造幣局とも

俗称されます。明治4年（1871年）の創設時以来、工場内

及び近隣周辺に貨幣鋳造時の余剰ガスでガス灯を灯して

おり、当初は日本初のガス灯による街灯でした。

昭和39年（1964年）東京オリンピックや平成10年（1998

年）長野オリンピック・パラリンピックをはじめ今年の東

京オリンピック・パラリンピックの金・銀・銅メダルなども

製作されています。

大川は新淀川から分流し、中之島で南北に分かれ、北が堂島川、南が土佐堀川
に分かれ再び合流し安治川、木津川、岩崎運河、尻無川へと続きます。旧淀川
は分流や合流する川や運河が多くあり、最終的に大阪湾へ注ぐ一級河川です。

日本の近代治水を支えた外国人技師 粗朶沈床（そだちんしょう）ケレップ水制（Ｋrib;水制）

明治時代、水深の浅かった淀川を整備するため、大がかりな工

事を行うことになりました。そこで技術指導を受けるためオラン

ダから技術者たちが呼び寄せられました。

ヨハネス・デ・レーケはそのうちの一人です。デ・レーケは30年間

も日本で過し、淀川だけでなく全国の河川や港の工事で活躍し

たとのことです。

粗朶とはくり、ナラ、カシ、クヌギなどの木の枝のことでこれらの

木の枝を束ねて格子状に組んだ工作物を川岸から川の中心部

に向かって設置する工法です。デ・レーケはこの工法で護岸や

大型船の航行のために水深を確保する工事を行いました。水深

の確保ができ、蒸気船のような大型船も通れるようになりまし

た。現在はわんどとして生き物の住みかとなっています。

粗朶

源八橋から下流の国道1号線の桜宮橋を望む

アクアライナー

水上バス『アクアライナー』

大阪天満宮

造幣局

粗朶沈床

淀川資料館（大阪府枚方市）

大阪天満宮

写真5 

写真7 

写真9 

写真6

写真8

写真10



Vol.55
秋田北半分：ナモミ

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

秋田北部へ 

　田沢湖から秋田北部へ向かう。本来

は国道341号から八幡平を抜けて鹿角

市に出たかったが、翌週まで冬季通行

止め期間中であった。そこで、国道105

号で大館市に出ることになった。秋田

県のほぼ中心部を北上していく。

　雪が残る、のどかな里山の風景がど

こまでも続く。マタギの里、阿仁町も

この辺りである。並行する秋田内陸線

（秋田内陸縦貫鉄道）の音が聞こえて

きた。鄙びた一両車両を期待したが、

現代的で、さらに連結された観光列車

「秋田縄文号」であった（図１）。

　大館に着いた。ここからは、米代川

沿いを下っていく。

忠犬ハチ公と青ガエル

　大館といえば、きりたんぽ、曲げわっ

ぱ、比内地鶏、秋田犬と思い浮かぶ。

そして、秋田犬といえば、忠犬ハチ公で

ある。

　大館で生まれたハチは、東大農学部

の上野英三郎博士のもとへやってきた。

しかし、上野博士はハチと暮らし始め

てから間もなくして、大学で急逝してし

まった。ハチは、送り迎えをしていた渋

谷駅で帰らぬ上野博士を待ち続けた。

　忠犬ハチ公の銅像は、大館駅前の

秋田犬の里にある（図２,３）。秋田犬の

里の建物自体、大正時代の渋谷駅をモ

デルとして建てられた。さらに「青ガエ

ル」の名前で親しまれ、渋谷駅前に観

光案内所として使われていた、元・東急

5000系電車が、秋田犬の里にやってき

3 忠犬ハチ公像（大館）2 秋田犬の里1 秋田縄文号

大阪大学大学院准教授   福田 知弘
1971年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学准教授，博士（工学）。環境設計情報学が専

門。CAADRIA（Computer Aided Architectural Design Research In Asia）国際学会 フェロー、
日本建築学会 情報システム技術委員会 幹事、NPO法人もうひとつの旅クラブ 理事など。著書に、都
市と建築のブログ 総覧（単著）、VRプレゼンテーションと新しい街づくり（共著）、夢のVR世紀（監修）
など。ふくだぶろーぐは、http://fukudablog.hatenablog.com/

福田知弘氏による「都市と
建築のブログ」の好評連載の第55回。
毎回、福田氏がユーモアを交えて紹介
する都市や建築。今回は秋田北半分の
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。
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た（図４,５）。ハチは大館から渋谷へ、

青ガエルは渋谷から大館へ。

　秋田犬の里では、勝大（ショウダイ）

に出会えた。ロシアのフィギュアスケー

ト選手、ザギトワさんに贈られた秋田

犬・マサルのきょうだい。

　実は、筆者のスマホの背面には、みん

なで写真撮影する際にスマイルしやす

いよう、愚犬（コーギー）の笑顔が貼り

付けてある。ス

マホで写真を撮

ろうとしたら、勝

大は愚犬と目が

合ったようだっ

た（図６）。大阪

から連れてきた

いね。

縄文遺跡

　2021年7月、ユネスコは「北海道・北

東北の縄文遺跡群」を世界文化遺産に

登録した。

　北海道6遺跡、青森県8遺跡、岩手県

1遺跡、秋田県2遺跡の合計17遺跡は、1

万年以上にわたって、採集、漁労、狩猟

を営まれた農耕以前の人びとの暮らし

や精神文化を今に伝えている。

　そのひとつ、北秋田市の伊勢堂岱

遺跡（イセドウタイイセキ）は、最大で

直径約45メートルにもおよぶ、4つのス

トーンサークルによって構成されてい

る。実はこの遺跡は、大館能代空港へ

のアクセス道路建設に向けて調査して

いる時に発見された。

　アクセス道路のルートは変更され、

ホンモノの遺跡は保存できた。今と

なっては、作りかけの橋脚もなんだか

遺跡っぽい（図７）。

バター餅

　日本三大美味鶏とうたわれる比内

地鶏の親子丼と蕎麦をいただいてから

（図８）、バター餅を探す。気になって

いた北秋田市のローカルスィーツ。もち

米を蒸してついた餅に、バターや卵黄、

砂糖を折り込んである。

　やはり本店に行ってみようと、鷹松

堂へ（図９）。バター餅が6キレ並んでお

り、ぷにゃぷにゃと柔らかく、食べ出し

たらとまらなかった。味や食感は、お店

によって違うらしいので、食べ比べてみ

るのも楽しい。

　綴子（ツヅレコ）とよばれる地区に

は、ギネス認定された世界一の大太鼓

がある（図10）。牛の一枚皮で作られ、

直径3.71mもある。

　この地区には、上町（ウエマチ）と下

町（シタマチ）があり、長年、毎年行わ

れる綴子大太鼓祭りで競っていたよう

だ。当初は太鼓を奉納する速さを競っ

ていたが、競争が激しくなりすぎて、一

年交代となった。すると今度は、太鼓

の大きさを競うようになった。平成元

年（1989年）のギネス認定が区切りと

なった。

寒風山

　八郎潟は田んぼがどこまでも続く。

かつては、わが国で琵琶湖に次いで2

番目に大きな湖であった。東経140度、

北緯40度が交わり、経度と緯度が10度

単位で交わる、日本で唯一の経緯度交

会点がある（図11）。東を望めばニュー

ヨーク、西には北京、ナポリ、マドリー

ド。北にはロシア・ハバロフスク、南に

はオーストラリア・キングストン。

　男鹿半島の付け根、寒風山に登ろ

う。360度のパノラマが一望できる火

山。南を望めば、男鹿半島から秋田市へ

つづく美しい海岸線、向こうには鳥海

山。西は、男鹿半島の本体、ナマハゲ発

祥の真山、入道崎（図12）。北には、白

神山地。東には、八郎潟、森吉山、そし

て八幡平。

　山頂のロータリーには、「世界三景　

寒風山」という看板がある。アメリカの

グランドキャニオン、ノルウェーのフィ

ヨルド、そして、寒風山が三景なのだそ

うだ。

6 勝大

4 青ガエル（大館）
5 渋谷の忠犬ハチ公像と青ガエル（当時）

8 比内地鶏の親子丼　9 バター餅

7 伊勢堂岱遺跡のルート上に作られかけた橋脚 10  世界一の大太鼓 11  経緯度交会点

4

5
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ジオサイト

　寒風山から、なまはげラインを進め

ば、今夜の宿がある男鹿温泉郷に近い

のだが、遠回りしていこう。男鹿半島の

海沿いは山が迫り、奇岩怪石や、変化

に富んだ海岸線が連なっている。

　鵜ノ崎海岸は、干潮時には、海岸の

岩肌が露出して浅瀬が続く。着いた頃

は、干潮で、風はなく、そして、夕暮れが

ほど近い頃（図13）。水面が鏡のようで

あり、「秋田のウユニ塩湖」といわれる

のは納得できた。猛吹雪に見舞われ、

夕日などまったく期待できなかった昨

日の今ごろが嘘のようだ。

　翌朝は、男鹿半島の最北端、入道崎

へ（図14）。ゴロゴロとした岩が連なる

荒々しい断崖と、地上に広がる穏やか

な草原のギャップが面白い。白と黒の

縞模様で描かれた入道崎灯台は、一般

人も見学できる（図15）。

　近くには、噴火の後の爆裂火口に地

下水がたまってできた、マールと呼ば

れる火山湖が点在する。一の目潟、二

の目潟、三の目潟と呼ばれる（図16）。

二の目潟の先にある、戸賀湾も噴火口

である。それにしても、とにかく静かで

ある。

ナマハゲ

　ナマハゲは、大みそかの夜、男鹿半

島で広く行われる民俗行事。「泣く子は

いねぇが」「悪い子はいねぇが」子供に

とってはたまらない。

　ナマハゲの由来は、髪が薄い訳で

はないらしい。仕事もせずに囲炉裏で

寝転がっていると火斑（ナモミ）と呼

ばれる火ダコが手足にできてしまう。

そのナモミを出刃包丁ではぎ取る「ナ

モミはぎ」がなまって、怠け心を戒める

「ナマハゲ」になったといわれている。

はぎ取ったナモミは、左手に持つ桶に

入れる。

　なまはげ館では、各集落のナマハゲ

が勢揃い。材料は千差万別であり、お

面は杉、ざる、髪は馬の尻尾、麻、海

藻、人毛など。勢ぞろいしている展示は

圧巻であった。どの面も怖い顔をしてい

るが、キュートだと感じるものもあった

（図17）。

14 入道崎　15 入道崎灯台　16 一ノ目潟

12 寒風山から男鹿半島全景

15 16

14
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　ゆかりの地、真山神社へ（図18）。仁

王門には奉納された巨大出刃包丁が

飾られている（図19）。受付に置かれた

ナマハゲは、半世紀前に使われていた

もの。杉の木で作られており、髪は網

でできている。男性用は金色、女性用

は銀色（図20）。コロナに負けてはなら

ない。

13 秋田のウユニ塩湖

17

18 真山神社　19 仁王門

17 なまはげ館

18

19

20 真山神社のナマハゲ
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「UC-win/Road CGサービス」では、UC-win/Roadデータを3D-CGモデルに変換して作成した高精細なCG画像ファイル

を提供します。今回の3Dデジタルシティのレンダリングでは「Shade3D」を使用しました。大又川橋梁を走る車窓から見

た紅葉を再現し、川面の反射や窓ガラスに写り込む車内の様子など、高品質な画像を生成しています。

CGレンダリングサービス
Shade3D
CG入力支援サービス

「秋田北半分」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･秋田北半分 by UC-win/Road

今回は、秋田県北中部に位置する、大

又川橋梁、八橋油田を作成しました。大

又川橋梁は、北秋田市伏影にある米代

川水系の一級河川である阿仁川に架か

る橋です。赤色の鉄橋が特徴的で、外か

ら眺める鉄橋が人気です。秋の紅葉で

は風粒子機能を使用して落ち葉を表現

しました。

八橋油田は秋田市西部に位置する秋田

市八橋を中心に展開しており、産油開始

から現在までの累積産油量は国内最大

と言われています。現在も産油を続けて

いる数少ない油田の一つです。掘削時の

重機の動きも再現しています。

VR-Cloud®閲覧URL
http://www.forum8.co.jp/topic/toshi-
blog55.htm#city

秋の大又川橋梁。風粒子機能で落ち葉を表現。 可動モデルで八橋油田の掘削を表現。

大又川橋梁。景観表示機能で秋に切替可能。
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スポーツ文化評論家  玉木 正之
た ま  き    ま さ ゆ き

1952年京都市生。東京大学教養学部中退。在籍中より
スポーツ、音楽、演劇、映画に関する評論執筆活動を開
始。小説も発表。『京都祇園 走曲』はNHKでドラマ化。
静岡文化芸術大学、石巻専修大学、日本福祉大学で客員
教授、神奈川大学、立教大学大学院、筑波大学大学院で
非常勤講師を務める。主著は『スポーツとは何か』『ベー
トーヴェンの交響曲』『マーラーの交響曲』（講談社現代
新書）『彼らの奇蹟－傑作スポーツ・アンソロジー』『９
回裏２死満塁－素晴らしき日本野球』（新潮文庫）など。
2018年9月に最新刊R･ホワイティング著『ふたつのオリン
ピック』（KADOKAWA）を翻訳出版。TBS『ひるおび！』
テレビ朝日『ワイドスクランブル』BSフジ『プライム・ニュー
ス』フジテレビ『グッディ！』NHK『ニュース深読み』など数
多くのテレビ・ラジオの番組でコメンテイターも務めるほ
か、毎週月曜午後6－7時ネットTV『ニューズ・オプエド』の
MCを務める。2020年2月末に最新刊『今こそ「スポーツと
は何か？」を考えてみよう！』（春陽堂）を出版。
公式ホームページは『Camerata di Tamaki（カメラータ・
ディ・タマキ）』http://www.tamakimasayuki.com/

　コロナ禍のなかでの「東京2020オリ

ンピック・パラリンピック大会」が幕を閉

じた。

　開会前の１月のNHK及び共同通信

の世論調査では、中止か再延期を求め

る声が８割前後にも及んだが、やはり

スポーツは面白いもので、小生の周囲

でもオリンピックを肯定する声が次 と々

聞かれた。しかし―

「オリンピックは面白いねえ」と電話や

メールで伝えてきた友人に対して、私

は反論した。

「冗談じゃない。オリンピックが面白いの

じゃない！ スポーツが面白いのだ！」

　たしかにオリンピックは、常日頃はス

ポーツに興味のない人たちもテレビの

前に釘付けにする４年に１度の超ビッ

グ・イベントで、世界中のアスリートた

ちも、この日、このとき、この瞬間を目指

して準備を整え、全力をぶつける大会

だ。それだけに、奇蹟と思えるほどの素

晴らしいシーンも数多く生まれた。

　が、「オリンピックでは何が起こるか

わかりません！」と絶叫したテレビのア

ナウンサーの言葉は正しいとは言えな

い。その「奇蹟的な素晴らしいシーン」

は、オリンピック以外のワールドカップ

や世界選手権、それに国内のスポーツ

大会でも、よく見られるシーンなのだ。

　逆にオリンピックは、プレッシャーか

ら自分の実力を発揮できなかった選手

や、信じられないミスから敗北を喫して

しまった選手たちも出た。が、それもま

たワールドカップや世界選手権でも、頻

繁に見られる光景である。

　オリンピックはスポーツ競技を通して

「世界平和」を構築ようと、フランスの

教育者ピエール・ド・クーベルタン男爵

vol.16

東京2020パラリンピックに感激！
オリンピックは「平和の祭典」？
いや、パラスポーツ（障碍者スポーツ）こそ
クーベルタン男爵の理想「世界平和」を
創出する要素がありそうだ。

連

載

第
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が提唱し、創始されたものである。それ

は古代ギリシアで行われたオリンポス

の祭典が、４年に１度のその期間中は

戦争を中止したという故事に倣ったも

ので、現代のオリンピックも競技大会期

間中のオリンピック休戦が国連で決議

されている。

　もちろんそれは、ほとんど守られた

ことのない「画餅に近い理想」ではある

のだが、なぜクーベルタンは「平和運

動（平和の提唱）」の手段としてスポー

ツを選んだのか？ 私にはその確信的

な回答がわからなかった。スポーツでの

「闘い」が「国家間の戦い」にかわる「代

理戦争」として行われれば、それは「戦

争よりも平和的な行為」と言えるだろう

……という程度の認識しか持つことが

できなかったのだ。

　が、今回の「東京2020」のパラリン

ピック大会で、数多くの障碍者スポー

ツ（パラ・スポーツ）を見て、なるほどス

ポーツには、まだまだ我々の気付かな

い大きな「平和的な価値」があることを

認識できた。

　テニスやバドミントンや卓球を健常

者が行うと、(敵愾心を露骨に表すよ

うな)厳しく激しい攻撃や（意地悪で嫌

味に思えるほどの）ライン際ギリギリを

狙ったショットなどで、見ている人にも

「敵」を倒す激しい気持ちを湧き起こす

ことがある。また、どうだ！まいったか！と

いうような「優越感」を催すこともある。

が、パラスポーツの車椅子テニスや車

椅子バドミントンやパラ卓球では、見る

人の感情に闘争心や攻撃心の火を点

けることもなく、ただ見事な技術に感心

させられるのだ。

　ボッチャというパラスポーツ特有の競

技（ジャックボールと呼ばれる白いボー

ルに向かって青と赤のボールを投げ合

い、その近さを競う競技）は、相手ボー

ルを弾き出したり、相手の投げるコース

を邪魔したりするゲームなのだが、見

事な戦略と戦術やジャックボールにビ

ターッと寄せる技術に感心させられ、

結果的に日本人選手が優勝したときは

見事だと思い嬉しかったが、競技中は

嫌味な感情も勝敗の行方なども、完全

に消えてしまっていた。

　陸上や水泳などの個人競技では、障

害の度合いによって同じ種目でも細か

くランクが分かれ、義足でも両足義足、

片足義足、膝上からか、膝下のみか、

義手でも上腕欠損、下腕欠損、両腕欠

損等に分かれ、さらに車椅子、視覚障

害、知的障害……など、多くのカテゴ

リーが存在した。そしてどのレースで

も、選手たちの見事なパフォーマンスに

圧倒され、誰が「金メダル」で、誰が「世

界一」なのかという結果など、重要なこ

ととは思えなくなった。

　そんなある日、某テレビ局のディレク

ターから電話がかかってきた。

「今回のパラリンピックでは、義足のラン

ナーやジャンパーの世界新記録が続出

で、このまま義足が進化すれば、障碍

者が健常者の世界記録を追い抜きそ

うですが、そのことを、どう思われます

か？」

「障碍者の記録が健常者の記録を抜く

と、何か不都合なことでもあるの？」と

問い返しながらも、このディレクター氏

の気持ちもわからないでもなかった。

　強力な反発力のある義足を身に付け

たブレード・ランナーは、薬を使ったドー

ピングと同様、外部の力を利用した「肉

体改造」では？と言いたいのだろう。し

かし、ドーピングは競技能力の向上た

めに行うが、義足や義手や車椅子は日

常生活でも必要とされている道具だ。

その道具を競技用に改造するのは、健

常者にとってのトレーニングと同じ。ど

んな道具も残された肉体と上手く合体

しないと（強い反発力を操る筋力を身

に付けないと）効果は期待できない。

　そのような努力の結果、義足のラン

ナーが健常者よりも速く走ることができ

たり、高く、遠くへ跳ぶこおができるよう

になれば、今度は健常者が「義足を使

えないハンディキャップ」を負うことにな

るだけのことだ。

　ならば健常者も、多種に分かれた身

障者のカテゴリーの一部門の「健常者」

としてパラリンピックに出場するのが相

応しいだろう。

　そのようにオリンピック・スポーツと

パラリンピック・スポーツの合体

が進むと、同じ競技でもカテゴ

リーによって「世界一」が数多く

誕生し、誰が「本当の世界一（速

い人、強い人、優れた人）」なの

か、わからなくなる。つまり「絶

対的な王者」は存在しなくなり、

スポーツは「相対的な存在」に

なり、国別メダル数のランキン

グも意味がなくなり、スポー

ツは「勝敗」よりも「素晴らしい

（奇蹟的な）瞬間」が注目さ

れるようになる。そうなれ

ばスポーツは、戦争を否

定するための「代理戦

争」などではなく、誰も

が「絶対的に平和的

な人類の文化」と認

識するようになる

のでは……？

なら
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新連載

2022年11月、日本での世界ラリー選手権（World Rally Championship=WRC）が
実現する予定だ。新型コロナウイルスの世界的な流行によって、2020年大会に続いて
2021年大会の開催が見送られることとなってしまったが、来たるべき時に備えて、今回は
WRCラリージャパンの楽しみ方や見どころを紹介していこう。
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写真は2019年に開催されたセントラルラリー愛知・岐阜での様子。普段の生活
道路やモリコロパークのサイクリングロードを疾走するラリーカーに歓声が上が
る。サービスパークでは勝田らドライバーにサインをもらう行列ができた。

1
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Rd 日程 開催地 路面 ウイナー
1 1月21日(木) - 1月24日(日) モンテカルロ T/I セバスチャン・オジエ（トヨタ）
2 2月26日(金) - 2月28日(日) アークティック S オィット・タナック（ヒュンダイ）
3 4月22日(木) - 4月25日(日) クロアチア T セバスチャン・オジエ（トヨタ）
4 5月20日(木) - 5月23日(日) ポルトガル G エルフィン・エバンス（トヨタ）
5 6月3日(木) - 6月6日(日) イタリア G セバスチャン・オジエ（トヨタ）
6 6月24日(木) - 6月27日(日) ケニア G セバスチャン・オジエ（トヨタ）
7 7月15日(木) - 7月18日(日) エストニア G カッレ・ロバンペラ（トヨタ）
8 8月13日(金) - 8月15日(日) ベルギー T ティエリー・ヌービル（ヒュンダイ）
9 9月9日(木) - 9月12日(日) ギリシャ G
10 9月30日(木) - 10月3日(日) フィンランド G
11 10月14日(木) - 10月17日(日) スペイン T
12 11月11日(木) - 11月14日(日) 日本（開催見送り） T

T:ターマック（舗装路）／G:グラベル（未舗装路）／S:スノー／ I:アイス

2021年世界ラリー選手権 開催カレンダー

1 ラリーカーの整備拠点ではメカニック
たちが忙しく作業を行う。車両には様 な々
エアロパーツが装着され、高速走行時の
安定性を高めている。　 2 2021年の
トップカテゴリーに参戦するマシンは３車
種。それぞれをトップドライバーたちが操
る。　 3 車両を操作する様々なスイッチ
はステアリングに集約。シフトチェンジは
ハンドル右側のパドルで行う。

1 地元出身の勝田貴元。2021年は序盤から経験を積み、サファリラリーでキャリア最上位の2位表彰
台を獲得。2022年の活躍にも注目だ。　 2 7度の世界王者に君臨するセバスチャン・オジエ。今季も
8戦中4勝を挙げる強さをみせている。　3 海外のWRCではビッグジャンプなどの派手なアクションも見
どころのひとつだ（写真はイタリアでの勝田）。

1 2

3

2

3

Rally Japan | FIA World Rally Championship 2021
https://rally-japan.jp

https://www.facebook.com/
2020rallyjapan/

フォーラムエイト・ラリージャパン2021 関連サイト

https://twitter.com/
2020rallyjapan
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経済産業省の令和３年度「産業技術実用

化事業費補助金（次世代ソフトウェアプラッ

トフォーム実証事業）」において、株式会社

フォーラムエイトの「XR技術を用いた次世代

コミュニケーションプラットフォーム開発事

業」が採択されました。

「産業技術実用化事業費補助金（次世代ソ

フトウェアプラットフォーム実証事業）」は、遠

隔・非対面・非接触など新たな生活様式に資

するITサービス創出のため、大容量・低遅延・

同時多接続性を活かしたプラットフォームの

設計・実装や共通機能抽出に関する事業を支

援するものです。

弊社は、3DVRの低遅延伝送技術である

「a3Sクラウド伝送ライブラリ」を開発し、VR-

Cloud®として製品化した実績があり、特許

536768号を取得しています。本事業では、低

遅延を実現した開発実績、経験を活かしてweb

サーバー／クライアントベースでの低遅延化を

検討します。

さらに、3DVRをクラウド上でインタラクティ

ブに活用できる「フォーラムエイトバーチャル

プラットフォームシステム（F8VPS）」を提供

しており、本事業ではこれを基本システムとし

て、MRデバイスを使った低遅延・多拠点リア

ルタイムシステム対応の開発を行う予定です。

F8VPSはあらゆる3DVR空間を演出するア

プリを作成するためのフレームワークであり、

クラウド上で現実と同様のリアルタイムコミュ

ニケーションが行えるシステムを構築できま

す。これまでの適用事例としては、東京工業大

学のバーチャルキャンパス、国土交通省 国土

技術政策総合研究所の「VR国総研」などがあ

り、本事業での開発により、遠隔教育やバー

チャルオフィスの他にもさらなる展開が期待さ

れます。

本事業は、一般社団法人ソフトウェア協会 

SAJをはじめとして、大阪大学、日本大学、ア

リゾナ州立大学、株式会社LITALICO、一般

財団法人最先端表現技術利用推進協会の協

力により、実施する予定です。また、開発され

たシステムは、製品化および展開を行っていき

ます。

2021年6月28日、一般社団法人レジリエンス

ジャパン推進協議会が主催する「第1回 国土

強靱化の加速に資するDX先進・先端技術発表

会」にて、フォーラムエイト執行役員 新田純子

がプレゼンを行いました。

本発表会は、各府省庁や全国地方自治体の

国土強靱化担当者、DX担当者、技術実装担当

を希望する大企業等の関係者を対象として、中

小企業やベンチャー・スタートアップ企業のDX

先進・先端技術や製品を紹介するものです。

当日は、平井卓也デジタル改革担当大臣、赤

澤亮正内閣府副大臣も参席し、最新の防災技

術を高く評価いただきました。

弊社は40社の応募の中から11社として選ば

れ、プレゼンでは、VRプラットフォームの構築

を支えるVRシミュレーションソフトやインフラ

デジタルデータベース等の技術と、F8VPSによ

る展開事例を中心として、国土強靭化とDXを

推進する弊社の製品・ソリューションを紹介い

たしました。

赤澤副大臣からはこれらの技術の実装推進

へとつながるコメントもあり、今後はレジリエン

スジャパンおよびプレゼン参加企業と国土強

靭化室との連携も検討される予定です。

経産省の次世代ソフトウェアプラットフォーム実証事業に採択

「第1回 国土強靱化の加速に資するDX先進・先端技術発表会」でプレゼンを実施

No. 

No. 

1

2

HOT NEWS

HOT NEWS

3DVRを活用したコミュニケーションプラット
フォームの仕組み

◆関連情報
フォーラムエイト　プレスリリース
（2021年7月14日）

次世代ソフトウェアプラットフォーム
実証事業

FORUM8バーチャルプラット
フォームシステム（F8VPS）製品情報

フォーラムエイト執行役員 新田純子によるプレ
ゼンテーションの様子

◆関連情報
フォーラムエイト　ニュース
（2021年6月29日）

「第1回 国土強靱化の加速に資する
DX先進・先端技術発表会」概要

平井卓也デジタル改革担当大臣が参席
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WEリーグ開幕、大宮アルディージャVENTUSが表敬訪問

公益財団法人 交通遺児育英会へPCを寄付、感謝状を拝受

No. 

No. 

3

4

HOT NEWS

HOT NEWS

フォーラムエイトは、2021年9月12日に開幕し

た日本初の女子プロサッカーリーグ「WEリー

グ」の大宮アルディージャVENTUSをトップパー

トナーとして応援しています。

WEリーグの開幕に先立って、2021年8月24

日、大宮アルディージャVENTUS 佐々木則夫総

監督、鮫島彩選手、松田事業本部長から表敬訪

問を受けました。佐々木監督からは、フォーラ

ムエイトとのスポンサー契約について感謝の言

葉を、鮫島選手からは開幕に向けてチーム一丸

となって頑張って練習している、開幕を楽しみ

にしてくださいとコメントをいただきました。ま

た、フォーラムエイト社長の伊藤からは、当社は

女性活躍を推進しており、選手の皆さんの活躍

は社員にとって大きな励みになることをお伝え

いたしました。歓談の後、ショールームの見学を

行い、鮫島選手がシミュレータを体験。最後に

ユニフォームにサインをいただき記念撮影を行

いました。

エンジニアリング・ソフトウェア・カンパニー

である当社は、1987年の創業以来、性別や国籍

などの属性を問わず多様な人材が活躍できる

環境を早くから整えており、2017年には「女性活

躍推進法に基づく一般事業主行動計画」を策

定・公開しています。今後も女性の活躍推進に

積極的に取り組んでいく方針です。

この度、公益財団法人 交通遺児育英会に

ノートPC２台を寄付し、感謝証をいただきま

した。交通遺児育英会は、保護者が交通事故

が原因で亡くなられたり、重度の後遺障がい

になられたため経済的に修学が困難になった

子どもたちの、高校や大学などへの進学を支

援することを目的とした団体です。寄付され

たPCは、学生の自室や学校での学習に使用さ

れるとのことです。

フォーラムエイトは、SDGsミッションのメ

インテーマとして「ソフトウェア開発でSDGs

に貢献」を掲げ、全17のうち16項目を重点的な

目標としてピックアップしています。社内で業

務に使用したパソコンのリユースおよび各種

団体への寄付を通して、資源循環型社会の推

進や、教育環境の向上・平等化などへの貢献

を目指しています。社内のリユースPCは弊社

開発の「スイートデータ消去®」により、ADEC

（データ適正消去実行証明協議会）発行の

証明書付きで安全にデータを消去しているた

め、安心して利用できます。

フォーラムエイトでは今後も引き続き、コン

ピューター・ソフトウェア業界からの持続的な

社会・経済活動を支援し、社会貢献への取り

組みを継続していきます。

◆関連情報
フォーラムエイト　プレスリリース
（2021年6月7日）

大宮アルディージャ公式HP

◆関連情報
「スイートデータ消去®」製品情報 公益財団法人 交通遺児育英会

公式HP

交通遺児育英会より感謝証が贈られた

シミュレータを体験する鮫島選手 ユニフォームにサインをいただき記念撮影

佐々木則夫総監督（左）、フォーラムエイト社長
伊藤裕二（中央）、鮫島彩選手（右）

スイートデータ消去®により安全にデータ消去を
行い、PCを寄付
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■ MRデバイス NrealLight（エンリアルライト）

今回は、装着が簡単なサングラス型MRデバイスをご紹介します。

NrealLightはスマートフォンに接続して使うサングラス型のディスプ

レイデバイスで、MR（Mixed Reality：複合現実）機能を実現できる製

品です。目の前の空間に3Dモデルを表示し、自由な場所・角度から見る

ことにより臨場感のある体験が可能で、KDDIとNreal社が共同開発し

ました。本体には、バッテリーや演算装置は搭載されておらず、装着者

の空間位置や頭の向きなどを検出するためのセンサ、カメラ、表示装

置のみで構成され、重量は約106gと従来のMR機器と比較しても圧倒

的に軽くなっています。

▲本体　VRカバーの取り外し

■ Nebula

Nreal社から提供される無料アプリで、任意のスマートフォンアプリ

をNrealLightで体験できます。Nebulaには２つのモードがあります。

●ミラーリングモード

MR空間内にスマートフォンの画面をサイドスクリーンとして表示可能

●MRモード
アプリやWebページをMR空間内で開くことができ、空間内に任意

のサイズ、位置、透明度で表示可能

■ 開発キット

開発キットNreal Light Developer Kitには、本体の他にコンピューティ

ングユニットとコントローラが付属します。Android用の開発ツールとして

NRSDKが提供されています。iOSには対応していません。

▲NrealLight の開発環境

コアとなる機能は、本体の位置や回転の検出機能、平面の検出機

能、画像認識によるターゲットのトラッキング機能です。その他にハン

ドトラッキングの開発が可能で、これによって、コントローラを使用する

ことなく人間の手の動きをトレースすることができ、さらに自由度の高

いMRコンテンツを作成できます。

Nreal Light (KDDI)：https://au5g.jp/smartglasses/

Nreal：https://www.nreal.ai/

Nreal Light Developer Kit：https://developer.nreal.ai/dev-kit

NRSDK : https://nrealsdkdoc.readthedocs.io/

▲NrealLightの仕様

項目 仕様

本
体

重量 約106g（ケーブル含まず）

対応視野角 約52度

搭載カメラ 3基

接続 USB-C

本体機能
SLAM（自己位置推定）対応、6DOF（前後左右回転）対応
平面検知、画像認識

開
発
キ
ッ
ト

コンピューティング
ユニット

Androidプラットフォーム

コントローラ機能 クリック、スワイプ、3DoF（回転）対応

■ 遠隔教育やバーチャルオフィスに活用

2021年7月、経済産業省の令和３年度「産業技術実用化事業費補助金

（次世代ソフトウェアプラットフォーム実証事業）」において、フォーラム

エイトの「XR技術を用いた次世代コミュニケーションプラットフォーム

開発事業」が採択され、現在開発を進めています。遠隔・非対面・非接

触を実現するITサービスとして、NrealLightのXR技術を活用した遠隔教

育システムを開発中です。詳細はP.34のニュース記事をご覧ください。

サングラス型MRデバイスHARDWARE
最新デバイス

※一般に商品名、社名は、各社の商標または登録商標です。

▲本社ショールームに、ブラウザでバーチャルショールー
ム、動画２本を表示（イメージ）

▲自己位置推定機能：
　6DOF（前後左右回転）
　の検出

▲平面検出機能：
　平面検出し、花瓶の
　3Dモデルを置く

▲画像認識機能：
　参照画像の登録＆
　対象認識

HARDWARE
INFORMATION

2021-No.4
最新デバイス情報
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今回は、Windows 11について紹介します。いよいよリリース日が、2021年10月5日と発表されました。
リリースに先行してInsider Preview版を使用し、移行方法に関する手順や使用感について紹介していきます。

Windows 11

入手方法とシステムの最小要件について

一般ユーザは、2021年10月5日のリリース後、Windows Update経由で更

新可能となる予定です。無償でのアップデート対応となりそうです。

使用にあたって、システムの最小要件を満たす必要があります。スペック表

をチェックするか、チェックツール（PC正常性チェックアプリ）を使って確認

しましょう。

PC正常性チェックアプリ：

Windows Insider Preview PC Health Check Application

https://www.microsoft.com/en-us/software-download/

windowsinsiderpreviewpchealth

CPUは64bit対応であれば問題ないかと思われましたが、スペック表

をチェックしたところ、5年前に購入したノートパソコン（CPU core-i7 

7700HQ）の場合ではハイエンド寄りの機種にもかかわらず最小要件を満た

していませんでした。Intel Coreシリーズは第8世代以降が対象となるので、

更新できないPCは意外と多そうです。

逆に、トラステッド プラットフォーム モジュール（TPM）については、事前

のチェックでNGとなった場合でも、BIOS設定で対応できる場合があるよう

です。不明の場合はメーカサポートなどで直接確認したほうがよいでしょう。

Insider Previewのセットアップ方法

現時点（2021年9月10日）では、Windows 11はInsider Preview版と

して提供されています。これは事前にWindows Insider Programに参加

（Microsoftアカウントが必要）しておくことで、Windows Update経由で入

手することができます。あとは、PCが最低要件を満たしていればインストー

ルに進みますので、簡単に試してみることができます。実際にセットアップし

てみたところ、約2時間で完了しました。

▲図1：Windows 11 Insider Preview セットアップ直後の画面

Windows11 Insider Preview レビュー

画面から分かるとおり、Windows11では、タスクバー内のアイテムがスタ

ートボタンもふくめて中央よりに配置されています。スタートメニューはデス

クトップ中央に表示されますが、メニュー表示への切り替えも簡単に行えま

す。タッチ操作でも使いやすい配置となっています。

エクスプローラは、ウインドウ枠が丸みを帯びたデザインとなっており、メ

ニューがタブからアイコンに変更されています。またファイル操作時の右ボタ

ンメニューでは、［切り取り］、［コピー］、［名前の変更］、［削除］、［貼り付

け］は全てアイコン表示になっていますので、注意が必要です。

他、フォーラムエイト製品のインストールや、設定関連のアクセスなど試し

てみましたが、配置の変更などはあるものの、操作につまることはありませ

んでした。

新しい機能として、ウィジェットボード（〔Windows〕キー＋〔W〕）や検索

（〔Windows〕キー＋〔S〕）のショートカットが追加されています。また、使

用法のヒントとしてタッチ操作についての説明が半分を占めており、タブレッ

トよりの操作が増えた印象があります。

Windows11への移行のタイミング

基本操作はほとんど変わらないため、使い勝手については大きな問題は

なさそうです。バージョンアップの際に必要な設定変更が表示されるため、

移行操作についても大きな問題はないでしょう。なお、Windows11の最小要

件を満たしていないPCの場合は、Windows 10 のサポート期限（2025年10

月14日）まで猶予がありますので、入れ替えを検討するとよいでしょう。

また、弊社でのWindows11対応については、正式リリース後のご案内を予

定しており、WebサイトやFacebookなどにも掲載していきますので、ぜひと

もご確認ください。

プロセッサ
1ギガヘルツ（GHz）以上で2コア以上の
64ビット互換プロセッサまたは 
System on a Chip（SoC）

メモリ 4GB RAM

ストレージ 64GB以上の記憶装置

システム ファームウェア UEFI、セキュア ブート対応

TPM
トラステッド プラットフォーム 
モジュール（TPM）バージョン 2.0

グラフィックス カード DirectX 12 互換のグラフィックス / WDDM 2.x

ディスプレイ 9インチ以上、HD解像度（720p）

▲表1：システムの最小要件

Windows 11公式サイト

https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-11



UC-win/Road Ver.15.1
道路事業・公共事業における合意形成を支援する
3次元リアルタイムVRソフトウェアパッケージ

2021年7月にリリースしましたUC-win/Road 15.1.0の改善機能
のうち主なものを説明致します。

4Dシミュレーション
スケジュールを構成する要素として以下の機能を追加しました。こ

れらの機能はタスクを効率よく編集でき、スケジュールの計画や進行
状況確認を容易に行うことができます。
• シミュレーションで動いているタスクの簡潔表示
• リソースに対するタスクの重なりの回避
• スケジュール上のタスクと先行タスクの連なりの定義
• 変数の状態を条件としたタスク開始機能
• スケジュール自動調整機能
例えばこれらの機能を用いて土砂運搬を4Dシミュレーションする
場合、ダンプカーをタスクリソースで定義、全体土量・1台あたりの土
砂運搬量・採掘速度等を変数で定義して運搬タスクをスケジュール
自動調整すると、ダンプカーを何台使用すれば最も効率がいいのか
をシミュレーションすることができます。

図1　4Dシミュレーション

IFCモデル
鉄筋データの描画方式をポリゴンと線で選択できるようになりま
した。線では軽い処理負荷で、ポリゴンでは正確な鉄筋径で描画す
ることができます。また、IFCデータの空間構造の構成、幾何形状の
構成の読み込みの汎用性向上させました。

ゲームコントローラオプション
コンピューターに複数のゲームコントローラを接続した場合、すべ

ての装置を同時に使用できるようにしました。複数の装置が接続され
ている場合、使用する装置を選択し、それぞれのシミュレーションと
の連動の設定を個別に行うことが可能です。例えば、ステアリングハ
ンドル装置とペダルの装置を個別の物を使用する場合に、両方を同
時に使用することが可能です。

図2　コントローラ接続のイメージ

オルソ画像出力
2Dビュー画面にオルソ画像を出力す
る機能を追加しました。外部のシミュ
レーションプログラムでUC-win/Road
プロジェクトと座標を合わせたデータの
作成が必要の場合に使用可能です。出
力可能なオルソ画像はPNG、JPEG、
BMPの形式で、出力設定では、出力範
囲を2Dビュー全体や任意のカスタム領
域に設定できます。カスタム領域の場合
は、画像の中心座標、ワールド幅、ワー
ルド高さ、および回転角の設定や画像
の分割、分割画像の解像度の設定が可
能です。また、設定した座標情報のワー
ルドファイルの出力も可能になってお
り、ワールドファイルに対応する外部の
シミュレーションプログラムへの読み込
みが容易になります。

グローバルモデルの読み込み
グローバル座標を持つ3DS、FBX、OBJ、Colladaモデルのファイ
ルを一括で読み込み、配置を行う機能を追加しました。「ファイル」－
「インポート」－「グローバル座標モデルの読み込み」から読み込む
ことが可能です。PLATEAUなどの座標値を持った複数モデルを一
括して読み込む場合に便利な機能です。

図5　読み込み設定画面（左）　読み込んだモデル（右）

連携ソフトウェアのバージョン変更
下記プラグインにて接続する外部ソフトウェアの対応バージョンを
更新しました。
• Aimsun連携プラグイン → Aimsun Next 20
• VISSIMプラグイン → VISSIM 2021

クラスター
クラスタクライアントあるいはマルチユーザクライアントのラ
イセンスを利用できる環境で、UC-win/Road標準エディション
（Standard/Advanced/Driving Sim/Ultimate/CIM Lite）で該当す
る機能を使用できるようにしました。

シミュレーション

●新規価格 Ultimate：1,892,000円（税抜1,720,000円）　Driving Sim：1,210,000円（税抜1,100,000円）
　　　　　  Advanced：968,000円（税抜880,000円）　Standard：660,000円（税抜600,000円）　CIM Lite：528,000円（税抜480,000円）
●リリース 2021年7月

UC-win/Road・VRセミナー
日時：2021年10月21日（木） 9：30～17：35
会場：札幌事務所セミナールーム／オンライン
参加費：インタラクティブ　￥19,800（税抜￥18,000）
　　　 ライブ　￥9,900（税抜￥9,000）

図3　出力設定画面

図4　出力データ
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Engineer's Studio® Section Ver.2
Engineer's Studio®の断面計算を切り出した単独製品

概要
Engineer's Studio®Section（以下、ESSecと略します）
Ver.2.0.0の新機能は下記のとおりです。
• 64bit版
• Engineer’s Studio®とのファイル連動
• 軸力変動に対応した曲率照査
• 2次元M-N相互作用図のレポート出力

64bit
OSが64bit版のWindowsでは、32bit版と64bit版のアプリケー

ションが動きます。これまでは、32bit版のみでしたが、64bit版に対応
しました。64bit版の利点は、計算時間短縮ではなく、メモリ使用量の
上限が事実上なくなることです。大量にメモリを消費するようなデー
タに対して便利です。とはいっても、断面照査だけで大量にメモリを
消費するようなデータは少ないと言えます。強いて言えば、Engineer’
s Studio®の64bit版とデータ連動する場合に、64bit版同士でやりと
りできるので、扱いが統一され、合理的と言えます。

Engineer’s Studio®とのファイル連動
Engineer’s Studio®Ver.9まではESSec形式でのエクスポート機
能がありましたが、Ver.10では機能追加に伴い一時的にエクスポート
に未対応でした。今回改めて対応しましたので、Engineer’s Studio®
で照査まで行った後にESSec 形式でエクスポートすることや、その
ファイルをESSecで読み込むことができます。

軸力変動に対応した曲率照査
曲率照査は応答曲率が許容曲率以内であることを確認します。
ESSecでは応答曲率は入力値です（図1）。軸力も入力値です。断面
と連動していない場合のＭ－φ特性は、図2のように複数のＭ－φ
を複数の軸力に対して任意に設定できます。この場合でも許容曲率
は、複数のＭ－φから補完されて算出されます。つまり、入力された軸
力に応じた許容曲率で照査されます（同時性の考慮）。

図1　応答曲率の入力（左）、図2　直接入力のＭ－φ特性（複数軸力）（右）

2次元M-N相互作用図のレポート出力
図3の簡易照査ボタンを押すと図4のようにM-N相互作用図が表
示されます。従来はレポート出力に出力されていませんでしたが、今
回、2次元のグラフをレポートに出力できるようになりました（図5）。
レポート出力は図4の詳細レポートボタンを押します。

図3　照査用詳細画面から簡易照査の呼び出し

図4　M-N相互作用図と「詳細レポート」ボタン

図5　レポート出力

構造解析／断面

●新規価格 308,000円（税抜280,000円）
●リリース 2021年9月

Engineer's Studio®活用セミナー
日時：2021年12月22日（水） 9：30～16：30
会場：東京本社・各会場（TV会議）／オンライン
参加費：インタラクティブ　￥19,800（税抜￥18,000）
　　　 ライブ　￥9,900（税抜￥9,000）
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FEMLEEG Ver.11
総合有限要素法解析システム

●新規価格 Advanced：1485,000円（税抜1,350,000円）　Standard：1,155,000円（税抜1,050,000円）
　　　　　  Lite：550,000円（税抜500,000円）　FEMLEEGオプション LAPack for Ver.11：330,000円（税抜300,000円）
●リリース 2021年9月

はじめに

「FEMLEEG Ver.11」に搭載されました主な新機能を以下に紹介
いたします。

新機能の紹介
辺荷重（任意方向）の追加
Ver.10以前の辺荷重は2次元要素の面内方向の荷重のみで、

任意方向やソリッド要素への辺荷重は、「仮想梁の梁荷重」や
「LoadHelperの線荷重」などの擬似的な載荷しかできませんでした。
今回追加された辺荷重（任意方向）を使用することで、プレート要素
やソリッド要素に直接、任意方向の辺荷重を設定することができます。

図１　ソリッド要素への辺荷重

エッジのグループ設定
エッジにグループを設定できる機能が追加されました。エッジの
グループは要素のグループとは独立したグループで、各種エッジの
生成時や作成済みエッジへのグループ設定が行え、グループ単位で
のエッジのコピー、削除、表示選択などができます。

図2　エッジグループ

パターンメッシュ機能の拡張（1/4円）
1/4円のメッシュ作成の一つに梁要素を回転移動させる方法があ
ります。この方法は簡易な操作でメッシュを作成できる代わりに、
マージを実行して中心部の潰れた四角形要素を三角形要素にする
必要があります。しかし、三角形要素は四角形要素に比べて計算精
度が低く、中心部が四角形要素の1/4円のメッシュを作成しようと
すると面倒な操作が必要でした。
今回、パターンメッシュに1/4円を生成する機能が追加され、この
機能を使うことで、中心部が四角形要素の1/4円メッシュを簡単に
生成することができます。

図3　回転移動による1/4円とパターンメッシュ1/4円

FEMOS結果描画コマンドでのケース選択拡張
Ver.9.1で、各結果描画コマンドでケース選択ができる機能が追
加されましたが、スムージングには対応していませんでした。今回、
スムージングされた結果についても各結果描画コマンドでケース選
択ができるようになりました。スムージングのあり/なしにかかわら
ず、ケース選択コマンドなしに高速に結果描画を行えます。

図4　操作イメージ

モデル読み込み

不要

ケース選択

結果描画と同時にケース選択

なお、ケースの足し合わせや、描画範囲のみの解析結果読み込み
では従来の選択メニューでのケース選択が必要ですが、各結果描画
での指定もわかりやすくなりました。

図5　結果描画コマンドでのケース選択

要素中心値表示機能
[結果]-[数値表示]で要素中心値の表示は、3次元モデルの隠
線図では、要素表面の面中心値に補間した値になります（下図中
央）。今回、要素色分け図を拡張して、隠線図でも補間をしない要
素中心値を表示できるようにしました（下図右）。

図6　要素中心値の表示

FEM解析

精度が悪い
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UC-1 Engineer's Suite
Suite 製品と UC-1 Cloud 自動設計シリーズとのファイル連携機能をご紹介

はじめに
「UC-1 Engineer’s Suite 積算」は、他製品とのファイル連携
により便利に活用することが可能です。今回は「UC-1 Engineer’s 
Suite 積算」へのデータエクスポートが可能なUC-1 Cloud 自動設
計シリーズから2製品、「UC-1 Cloud BOXカルバート」および「UC-
1 Cloud 擁壁」について、ファイル連携機能を中心にご紹介します。

UC-1 Cloud 自動設計シリーズとは
UC-1 Cloud 自動設計シリーズは、Google ChromeやFirefoxと
いった主要なブラウザ上で動作するWEBアプリケーションです。各
製品ともにインストール不要で、タブレット端末やスマートフォン等で
高い利便性を実現します。また、バージョンアップにより強化された
自動設計機能は、最小限の入力で的確に設計をサポートします。例
えば、「UC-1 Cloud 擁壁」では高さと竪壁前面位置などのシンプル
な入力から安定計算や部材照査をすべてクリアした候補を複数提案
するといったスマートな設計が可能です。

図1　UC-1 Cloud 自動設計シリーズ

連携機能
UC-1 Cloud 自動設計シリーズは、詳細設計が可能なUC-1設計
シリーズ（「BOXカルバートの設計・3D配筋」、「擁壁の設計・3D
配筋」、「土留め工の設計・3DCAD」）との連携が可能で、そのうち
BOXカルバートと擁壁は、概算工費の見積もりを行なうことができる
「UC-1 Engineer’s Suite 積算」との連携も可能です。

UC-1 Cloud 自動設計シリーズ

BOXカルバート 擁壁 土留め工

BOXカルバートの設計・3D配筋 〇 ー ー

擁壁の設計・3D配筋 ー 〇 ー

土留め工の設計・3DCAD ー ー 〇

UC-1 Engineer's Suite 積算 〇 〇 ー

表1　連携可能な製品

「UC-1 Engineer’s Suite 積算」とのファイル連携では概算積
算連携データファイル（拡張子：DLK）のエクスポートにより、単
価データベースを利用した概算工事費の見積もりを行なうことが可

能です。UC-1 Cloud 自動設計シリーズ製品で計算処理を実行後、
「データ管理」メニューから「概算積算連携ダウンロード」の項目を
クリックすることで連携データをダウンロードすることができます。
ダウンロードしたファイルは、「UC-1 Engineer’s Suite 積算」の上
部メニューバーより「付属機能」－「概算工費」から「数量取込」を
押下することで読み込むことが可能です。図2は「UC-1 Cloud BOX
カルバート」のデータを連携した例です。この場合は赤枠により囲ま
れた入力項目のデータ連携が可能です。

図2　「UC-1 Engineer’s Suite 積算」との連携（BOXカルバート）

図3　連携データの出力例

また、UC-1設計シリーズとの連携では、UC-1 Cloud 自動設計シ
リーズで簡易的に設計したモデルから詳細設計や計算書作成、図面
生成等へ移行することが可能です。「データ管理」メニューから「デー
タダウンロード」の項目をクリックすることで、対応製品の設計データ
をダウンロードすることができます。

おわりに
UC-1 Cloud 自動設計シリーズでは今後も入力や計算、ファイル連

携機能の強化等、さらなる機能向上も随時行ってまいります。工事現
場でのIT活用が増え続ける現代に今後ますます価値を発揮する「UC-
1 Cloud 自動設計シリーズ」と「UC-1 Engineer’s Suite 積算」を、ぜ
ひご検討下さい。

UC-1

計算・CAD統合
3D配筋対応
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橋脚の設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応） Ver.5
各種形状・形式に対応した単柱式RC橋脚の耐震設計、図面作成プログラム

Ver.5の改訂内容
「橋脚の設計・3D配筋（部分係数法・H29道示対応）Ver.5」で

は、主に下記の機能追加、拡張を行いました。
• ケーソン基礎リアルタイム連動
• 降伏剛性時の断面2次モーメント指定による自動配筋
• 震度連携サポート機能
今回はこれらの機能概要についてご紹介します。

ケーソン基礎リアルタイム連動
「基礎の設計・3D配筋（部分
係数法・H29道示対応）」（以
下、基礎製品）との連動におい
て、基礎形式にケーソン基礎を追
加しました。これまでケーソン基
礎の場合は、橋脚側を便宜上直
接基礎として、基礎連動用XMLファイルのインポート／エクスポート
によりデータの連携を行っていました。Ver.5では杭基礎の場合と同
様に両製品のリアルタイム連動により、入力・計算・計算書の作成を
一貫して行うことが可能となりました。さらに両製品のデータを1つ
のファイルで管理し震度連携まで対応できるため、これまでのような
煩雑なファイル管理も不要となります。
※リアルタイム連動を行うには、基礎製品の対応版Ver.5.1.0以降が
必要です。

図2　ケーソン基礎連動イメージ

降伏剛性時の断面2次モーメント指定による自動配筋
概略検討段階において、橋脚のおおまかな配筋や剛性の目安を決定

する場合を想定し、降伏剛性時の断面2次モーメントを指定することで
自動トライアルにより配筋を自動設定できる機能をご用意しました。設
定された条件の範囲内で再現率の高いモデル候補を選定し配筋結果を
入力データへ反映することができます。また、同程度の剛性を有する異な
る水平耐力の配筋候補を得られるため、固有周期への影響を最小限と
し橋脚の水平耐力のみを向上させるといった利用も可能です。

図3　配筋条件の設定 図4　配筋結果

震度連携サポート機能
震度連携時のプロジェクトファ
イル（*.PFU）は、一般に複数の
橋脚データを含んでおり、径間数
や登録基数に比例し橋脚製品側
で同一の操作を行う回数が増加
します。Ver.5ではこれらの操作を
軽減するため下記のサポート機能
をご用意しました。
機能1　震度算出結果の自動取込（取込画面を介さずにファイル読

込時に取込）
機能2　設計データの更新（全ての橋脚を最新バージョンに更新など）
機能3　非線形動的解析モデルの新規保存または更新
機能4　「開く→構造物の選択→取込→剛性モデル更新→保存」を

自動化

図6　震度連携トライアル計算操作の流れ

その他の対応項目
Ver.5では、CIMに対する取り組
み強化の一環として、下記について
も対応を行っています。
• 道路線形座標の入力対応
橋台製品で対応済の道路線
形座標について対応を行いま
した。IFC出力も可能となって
います。
• 入力段階での3D配筋図表示
はりや柱、フーチング部材の入力時に3D表示で配筋状況を確
認できるようになりました。

橋梁下部工

●新規価格 396,000円（税抜360,000円）
●リリース 2021年9月

3D PDF
電子納品
IFC

SXF3.1

3DA対応 計算・CAD統合

3D配筋対応

図1　初期入力画面－基礎形式

図5　震度連携サポート設定

図7　3D配筋表示

■橋脚情報
柱形状
水位、上載土高
水、土の単位体積重量
荷重ケース（永続、変動、偶発）
柱基部作用力（永続、変動）
柱基部死荷重（偶発L2）

■ケーソン基礎情報
基礎ばね（EQなし）
基礎ばね（EQあり）

橋脚基数回の操作が必要
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橋台の設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応） Ver.5
逆Ｔ式橋台、重力式橋台の設計計算、図面作成プログラム

●新規価格 363,000円（税抜330,000円）
●リリース 2021年9月

製品改訂内容
「橋台の設計・3D配筋（部分係数法・H29道示対応）Ver.5」で

は、以下の機能追加、拡張を行いました。
• 設計データの自動生成機能
• 複数設計データの計算実行
• 無筋コンクリート部材の許容応力度による照査
• 結果確認の表示拡張
以下にその機能概要についてご紹介いたします。上記以外にも操
作性の改善としてP.42に記載の「震度連携サポート機能」による一
括計算機能や上部工反力の並べ替え機能、液状化の対象となる作用
ケースの選択等の要望対応も行っています。

設計データの自動生成機能
「橋台の設計・3D配筋（旧基準）」において形状自動決定機能を用

意しておりましたが、設計者の意図しない形状となることが少なくあり
ませんでした。今回の自動生成機能では、設計者が意図する寸法を予
め用意することで設計データを一括で生成することができます。形状
寸法用のファイル書式はCSVを使用し、寸法値の直接指定や増分で
の指定が可能です。生成する形状は、それぞれ設計データとして保存さ
れ、後述する「複数設計データの計算実行」の機能と相まって設計を
加速させることができます。
さらに、上部工反力から組合せを自動的に生成する機能も新たに追

加します。上部工反力のデータは、形状の自動生成機能と同様にCSV
ファイルを利用します。また、複数の上部構造に対してのデータからも
生成することができます。これまでは「橋台の設計・3D配筋（部分係
数法・H29道示対応）」を起動してから、形状や上部工反力を入力する
という手順でしたが、今後は、製品を起動する前に、設計に用いる形状
や上部工反力のデータを用意することが可能です。これにより、別製品
で生成した上部工反力を利用することもできます。

図1　CSVファイルからの自動生成機能

複数設計データの計算実行
これまで製品実行時に一つの形状しか計算することができません
でしたが、本機能により複数形状の計算を実行できるようになりまし
た。また、計算実行後は結果確認の画面上で計算結果を複数表示す
ることも可能ですので、簡単に結果の比較を行うことができます。

無筋コンクリート部材の許容応力度による照査
平成29年道路橋示方書では無筋コンクリート部材の照査方法が明

確ではないため、無筋部材の照査は行っておりませんでしたが、重力式
橋台で無筋コンクリート部材への照査を行いたいという多くの要望が寄
せられているため、対応を行いました。照査内容は、平成24年道路橋示
方書に準拠した許容応力度法による照査となります。作用力に対して荷
重係数・組合せ係数は考慮しますが、平成29年道路橋示方書にある調
査解析係数，部材・構造係数，抵抗係数は考慮しません。荷重の組合せ
毎に考慮していた割増係数については、平成29年道路橋示方書の作用
の組合せ毎に設定可能です。

図2　部材照査

結果確認の表示拡張
結果確認においては、一覧で計算結果を確認できるだけではなく、

表示方法として曲げ・せん断照査表示／一括表示の切替機能がありま
す。今回、表示機能の拡張として、安定計算、部材照査表示時に比率
（作用／制限値）を結果と合わせて表示するようにしました。それによ
り危険となるケースを把握しやすくなります。

図3　結果比較拡張

橋梁下部工

3D PDF
電子納品
IFC

SXF3.1

3DA対応

計算・CAD統合

3D配筋対応

橋台の設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応）セミナー
日時：2021年10月28日（木） 9：30～16：30
会場：東京本社・各会場（TV会議）／オンライン
参加費：インタラクティブ　￥19,800（税抜￥18,000）
　　　  ライブ　￥9,900（税抜￥9,000）

形状データ
形状名、寸法・・・・

上部工反力データ
上部構造名、反力・・・・

設計データ（No1.pfa）
設計データ（No2.pfa）
設計データ（No3.pfa）

設計データ（No8.pfa）

・・・

曲げ・せん断照査分割表示 一括表示
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震度算出（支承設計）
（部分係数法・H29道示対応） Ver.5
複数振動系を有する橋梁の静的フレーム法による震度算出プログラム

●新規価格 256,300円（税抜233,000円）
●リリース 2021年9月

Ver.5改訂内容
「震度算出（支承設計）（部分係数法・H29道示対応） Ver.5」
では、主に下記の機能追加、拡張を行いました。
• ブロック単位の計算対応
• 風荷重の入力改善
• 下部構造連携機能拡張

ブロック単位の計算対応
架け違いを有する橋梁において、桁が弾性支承または固定支承によ

り連結されている場合に設計振動単位としては全体系としてみなすこと
ができます。しかし、架け違い橋脚で分けられる各区間の橋梁規模、橋
脚の剛性、ばね支承のばね定数が大きく異なる場合は、各上部工を一つ
の設計振動単位と見なしたブロック単位による、固有周期および設計水
平震度の算定を行う機能です。これは、「平成8年道路橋示方書・同解
説に関する質問・回答集（3）」（平成11年3月 建設省土木研究所）に準
拠したものです。

図1　ブロック単位のイメージ

【全体系】

【ブロック1】 【ブロック2】 【ブロック3】

分
割

ブロック単位の固有周期は、ブロック単位の分割された設計振動単
位を構成する構造物の変位Ui 節点重量Wiより算定されます。但し、変
位および断面力については、ブロック単位に分割されたモデルではなく、
全体系のモデルにより算出します。ブロック単位の計算を行うための設
定は特にありません。上部構造が複数配置されている橋梁モデルについ
て、自動で計算を行います。ブロック単位の結果についても、連携する下
部構造側で取り込む事が可能です。支承条件により、設計振動単位を分
割した「設計振動単位」の結果と「ブロック単位」の結果のいずれかを連
携側での取り込み対象とするのかは、基本条件画面で選択を行います。
古い資料に基づく機能ではありますが、多くのご要望を頂き、H29道

示対応版でも対応する運びとなりました。

風荷重の入力改善
「永続・変動作用時の解析」における風荷重の入力方法を改善しました。

入力単位の選択
風荷重を「長さあたり」の単位で入力できるように拡張しました。
入力する単位を下記より選択することができます。
「面積あたり（kN/m2）」or「長さあたり（kN/m）」
活荷重に対する風荷重の自動設定
道示I共通編P136（5）の記述に基づき、活荷重に対する風荷重を

自動で設定する機能を追加しました。

図2　活荷重に対する風荷重の設定

自動計算が選択された場合、橋面上1.5ｍの位置に3.0（V/40）
2（kN/m）の荷重を桁の全範囲に作用させます。
ここに、
V：設計基準風速（m/s）
※道示I共通編P133の規定により、設
計基準風速を40（m/s）とします。
橋面の位置は、上部構造形状の編
集画面の重心位置[H1]（図4）の入力
値を使用します。また、部材位置から
風荷重作用位置までの距離eを指定
することも可能です。上部構造の設
定にて、上部構造部材と橋面までの
位置関係が正しく設定されていない
場合は、橋面位置を正しく取得するこ
とができません。この場合は、作用位
置を直接指定してご利用下さい。

下部構造連携機能の拡張
下部構造連携機能の拡張として、震度算出で作成した下部構造形

状入力の計算結果を「橋脚の設計・3D 配筋（部分係数法・H29 道
示対応）Ver.5」（以下、橋脚の設計）で取り込める機能をサポートし
ました。橋脚の設計にて、形状が特殊で負の部材が作成されるケース
などでは、震度算出でそのまま計算することができず、連携を解除し
て「骨組直接入力」へ変換して計算を行う場合があります。この場合
は、震度算出の計算結果を橋脚の設計にて手動で反映させる必要が
ありました。本機能を用いる事で変換後の「定型骨組直接入力」の
計算結果を自動で反映することが可能になります。Ver.5で計算後に
保存を行うと、震度算出で作成した下部構造形状が計算結果をファ
イルに保持するようになりますので、橋脚の設計側で結果を反映した
い形状を選択するだけの操作で結果を反映することができます。

図5　結果の取込機能

連携では計算不可

結果の反映

定型骨組直接入力で作成

橋梁下部工

図3　活荷重に対する風荷重の　
作用位置

図4　橋面位置の入力

橋面から1.5m

荷重作用位置
部材までの距離

【側面図】

【断面図】

電子納品

3D PDF
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柔構造樋門の設計・3D配筋 Ver.15
柔構造樋門の本体縦方向、本体横方向、門柱、胸壁、翼壁、しゃ水工の
設計計算を支援するプログラム

Ver.15の改訂内容
「柔構造樋門の設計・3D配筋 Ver.15」では、主に以下の対応を
行いました。
• 本体縦方向：空洞化を考慮した常時・L1計算対応
• 本体縦方向：許容鉛直支持力度による照査機能対応
• 門柱L2：操作台が降伏しない条件での照査機能対応

本体縦方向：空洞化を考慮した常時・L1計算対応
本体縦方向の空洞化を考慮した解析に対応しました。この方法
は、函体の鉛直変位量が残留沈下量よりも小さい領域を空洞発生
区間として、この領域では地盤バネによる地盤反力が働かないように
するものです。この計算方法は、柔支持の直接基礎モデルの、常時、
L1の計算に適用します。

図1　基本条件画面

空洞化を考慮する場合、骨組解析は収束計算を行います。空洞化
範囲が部材長の1/2を超えた部材を空洞化部材と判定して、空洞化
と判定された部材の地盤バネを1部材ずつ0kN/m2（無し）に設定し
ます。骨組解析で函体の鉛直変位量を求めて、不一致長が最も短く
なるステップを収束結果とします。不一致長とは地盤バネを「無し」
とした部材の非空洞化範囲長（沈下線より下側の部材長）、または
地盤バネを「有り」とした部材の空洞化範囲長（沈下線より上側の
部材長）の全部材の合計値です。
図2は、空洞化を考慮した計算を行った時に表示される結果画面です。

各組合せケースの収束過程を、この画面で確認することができます。

図2　空洞化解析結果画面

本体縦方向：許容鉛直支持力度による照査機能

本体縦方向の地盤反力度の照査において、許容鉛直支持力度の計
算に対応しました。計算を行う場合、許容値を許容鉛直支持力度とし
て、地盤反力度を照査します。計算方法は、「柔構造樋門設計の手引
き」、「道路橋示方書Ⅳ下部構造編」から選択します。計算方法の違
いを表1に示します。

図3　許容鉛直支持力度設定画面

支持力係数の寸法効果に
関する補正係数
Sc、Sq、Sγ

地盤のせん断抵抗角の
上限値

柔構造樋門設計の手引き 考慮しない φ=40°まで

道路橋示方書Ⅳ下部構造編 考慮する φ=45°まで

表1　許容鉛直支持力度の計算方法

門柱L2：操作台が降伏しない条件での照査機能対応

「土木研究所資料第4103号　地震時保有水平耐力法に基づく
水門・堰の耐震性能照査に関する計算例　平成20年3月」の計算例
を参考として、操作台が降伏しない条件での門柱L2照査に対応しま
した。
この条件で計算を行った場合は、下記に従い照査を行います。
• 操作台の塑性ヒンジ点を作成しません。
• 操作台は全断面有効剛性でモデル化します。
• 終局ステップ時の断面力で、以下の照査を行います。
－操作台支間端部の曲げモーメントMが降伏曲げモーメントMy0
以下となる照査

－操作台支間端部のせん断力Sがせん断耐力Ps0以下となる
照査

水工

●新規価格 柔構造樋門の設計・3D配筋 Ver.15：462,000円（税抜420,000円）
　　　　　   函体縦方向レベル2断面照査オプション：88,000円（税抜80,000円）
　　　　　   杭支持オプション：190,300円（税抜173,000円）
●リリース 2021年9月

柔構造樋門の設計・3D配筋セミナー
日時：2021年12月1日（水） 9：30～16：30
会場：東京本社・各会場（TV会議）／オンライン
参加費：インタラクティブ　￥19,800（税抜￥18,000）
　　　  ライブ　￥9,900（税抜￥9,000）

3D PDF
電子納品
IFC

SXF3.1

3DA対応

計算・CAD統合

3D配筋対応

沈下量

地盤バネ

函体部材
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UC-1 Engineer's Suite 積算 Ver.8
連携により積算を簡単サポート

●新規価格 Standard：660,000円（税抜600,000円）
　　　　　　  Lite：330,000円（税抜300,000円）
●リリース 2021年9月

Ver.8の改訂内容
「UC-1 Engineer's Suite 積算 Ver.8」（以下、Suite積算）では、
主に下記の機能拡張を行いました。
• 国土交通省土木工事積算基準（令和3年）
• 国土交通省土木工事標準積算基準書（令和3年）
• 概算工費（簡易版）拡張
• 工期設定支援システムへの連携

土木工事積算基準（黄本）／土木工事標準積算基準書（赤本）
令和3年の黄本及び赤本の主な改訂内容として、コンクリートダム工

事及び下水道（4）工事の共通仮設費,現場管理費が変更・追加されまし
た。コンクリートダム工事は合理化施工による高速施工技術が進展し、
より専門技術者確保のため間接工事費が増加、また老朽化した下水道
の更生工法による改築工事増加により、現場実態を踏まえた共通仮設費
（表1）及び現場管理費（表2）が改訂されました。

3億円以下 3億円超え50億円以下 50億円超え
13.77% 3064.8×P-0.2769 6.32%

表1　共通仮設費の改訂

コンクリートダム工事（改訂）

600万以下 600万超え10億円以下 10億円超え
10.24％ 330.0×P-0.2225 3.28%

下水道（4）工事新設

3億円以下 3億円超え50億円以下 50億円超え
30.41% 41.0×P-0.0153 29.13%

表2　現場管理費の改訂

コンクリートダム工事（改訂）

700万以下 700万超え10億円以下 10億円超え
35.05％ 204.8×P-0.112 20.11%

下水道（4）工事新設

概算工費（簡易版）拡張
Ver.8の概算工費（簡易版）は、形状図の描画と数量算出過程を強

化しました。実寸法も入力画面内で確認できるため入力ミス防止に役
に立ちます（図1）。また、構造物毎の数量算出過程の出力にも対応し
ており、手計算時のチェックも容易になりました（図2）。

図1　形状図の描画

図2　数量算出過程

工期設定支援システムへの連携
国土交通省が提供している「工期設定支援システムVer.2.0」へ

の連携に対応しました。Suite積算側から「工期設定支援システム
Ver.2.0」で読み込み可能なCSVファイルをエクスポートし、工程表を
作成可能です（図3）。
「工期設定支援システムVer.2.0」は、地方公共団体を含む様々な

発注者の工期設定をサポートするシステムとなっており、国土交通省
ホームページ（http://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000041.html）よ
りダウンロード可能（無料）です。

図3　工程表

国土交通省ホームページ

https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000041.html

UC-1

スイート積算体験セミナー
日時：2021年11月25日（木） 13：30～16：30
会場：東京本社・各会場（TV会議）／オンライン
参加費：無料

電子納品
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UC-1 Cloud 自動設計 土留め工
WebAPとしてマルチプラットフォームでの利用が可能

マルチプラットフォーム、ブラウザ対応　　　　　
UC-1設計シリーズ連携
UC-1 Cloud 自動設計シリーズとして、新たに「UC-1 Cloud 自動設

計 土留め工」をリリースしました。本シリーズはWebアプリケーション
のためインストールの必要がなく、インターネットに接続できる環境が
あれば、PCやタブレット端末、スマートフォン等、デバイスを選ばずに
利用することができます。環境はユーザアカウントごとに管理しますの
で、別々の端末でも同様の設定やサービスが利用できます。例えば、
会社のPCで作成したデータを、外出先ではタブレット端末やスマート
フォンで利用でき、複数の作業者が共同で編集を行うなど、高い利便
性を実現します。
また、本製品はUC-1製品シリーズ「土留め工の設計・3DCAD」の
データファイル（*.f8L）のエクスポートが可能です。本製品で自動設計
後にデータファイルをエクスポートし、「土留め工の設計・3DCAD」で
読み込み、詳細設計や計算書、図面の出力を行うことが可能です。

シンプルな入力
タブレットやスマートフォン端末といった比較的小さな画面での利
用を想定し、入力項目を最小限に抑え、簡易な入力で概略的な計算を
行うことができます。操作についても、PCやタブレット等のマルチデバ
イス、マルチブラウザで快適に利用できるようレスポンシブなインター
フェースとなっております。

自動設計

本製品の基本的な計算仕様は表1の通りです。自動設計では、図2
に示したように、最小限の基本条件の入力と対象とする壁体種類を指
定して計算実行すると、検討条件の中から全ての照査結果がOKとな
る結果を抽出し、さらに最小部材や最小となる壁長（根入れ長）などの
条件を満たした壁体を抽出することができます。自動設計の対象とす
る壁体種類は、例えば、鋼矢板と親杭横矢板など複数選択が可能と
なっており、全壁体種類を同時に指定することもできます。また、親杭
横矢板の場合は、現場により親杭間隔が必ずしも等間隔ではない場
合も多く、検討する親杭間隔により計算結果が変わります。通常は最
も間隔が広い箇所や複数の間隔をそれぞれ検討するかと思いますが、

本製品では親杭間隔の検討範囲（最小間隔、最大間隔）を指定し、
一度の計算で最小間隔から最大間隔まで全ての検討結果を確認する
ことができますので、より効率的な設計が可能となっております。さら
に、通常は必要根入れ長を満たす決定根入れ長を自動計算してから壁
体断面照査などを行いますが、現場の制約により根入れ長をある深度
より長くできない場合は、壁長（根入れ長）を指定して、その壁長を満
たす壁体条件を抽出することもできます。

適用基準 仮設指針（平成11年）, 建築学会（平成29年）
壁体種類 鋼矢板（普通）, 鋼矢板（ハット形）

軽量鋼矢板, 親杭横矢板, 鋼管矢板
支保工形式 自立式, 切ばり支保工
計算方法 慣用法
計算内容 必要根入れ長の計算　　変位の計算（照査）

壁体応力度照査　　支保工反力の計算
支保工の設計（腹起し、切ばりの設計）

表1　計算仕様

図2　自動設計

今後の予定
今後は計算機能の強化や3Dモデル表示対応などを予定していま
す。また、高い需要が見込まれる主要構造物を対象にUC-1 Cloud 自
動設計シリーズを順次ラインナップしていく予定です。

自動設計

●新規価格 193,600円（税抜176,000円）
●リリース 2021年8月

図1　UC-1 Cloud 利用イメージ

START

END

【計算条件】
・基本条件
・壁体種類（複数選択可）
・親杭間隔（Max, Min）

計算実行

【計算結果】
・根入れ照査
・変位照査
・壁体応力度照査

全照査結果がOKとなる結果を抽出し、
さらに最小部材や最小壁長（根入れ長）
などを満たした壁体条件を選定

UC-1 Cloud 自動設計 土留め工
リリース記念キャンペーン
UC-1 Cloud 自動設計 土留め工リリースを記念いたし
まして、製品定価より10%OFF、UC-1 Cloud 自動設計
シリーズ3製品セットを20%OFFでご提供いたします。

Up&Coming135号New Products & Service 47



UC-win/Road バイクシミュレータオプション
本格的二輪実車型ドライブシミュレータ・パッケージシステム

本製品はUC-win/Road上で2輪車（MT車/AT車）の疑似運転体
験をするためのシミュレータです。フォーラムエイトでは自動車シミュ
レータは数多く販売していますが、この度、2輪車のバイクシミュレー
タをリリースいたします。自動車教習所での利用や研究開発など様々
な場面でご活用いただけます。今回はシミュレータ本体の詳細と、
UC-win/Roadバイクモデルについてご紹介いたします。

図1　シミュレータ外観

ハンドル・スイッチ・レバー・計器類
図2はシミュレータのハンドル周りのレバー・スイッチの配置です。
バイクのハンドル・スイッチ・ペダル・レバーは実車パーツを使用し
ており、ハンドル・レバー・ペダル・各スイッチの操作は、UC-win/
Road上で実車のバイクと同じように機能します。VR空間上でバイク
の疑似運転体験ができます。

図2　ハンドル周り

ハンドルはモータ制御されており、走行時の速度とハンドル操作
に応じて反力が発生します。反力のパラメータは調整可能です。
8.9インチのLEDモニターを搭載しており、スピードメータ・タコ
メータ・ニュートラルランプ等の計器類を表示します。

図3　メータパネル

UC-win/Roadのバイクモデル

UC-win/Roadのバイクモデルは、自動車モデルと同じように車両
ダイナミクスの各パラメータを変更可能です。
図4のように重心・ホイールベース・ハンドル最大角を設定すること
で運転性能を調整することが可能です。

図4　諸元入力画面

バイクの車種や排気量に応じてエンジン回転数ごとのトルク値
や、変速装置のギア比を調整することができます。図5はギア比の設
定画面です。

図5　ギア比の設定画面

車体傾斜機能
シミュレータには車体を左右に±7°傾斜する機能があります。
UC-win/Road上でのカーブ走行時、車体を傾けることでステアリン
グ値が変化して実車と同様にカーブを曲がっていくことができます
（セルフステアリング）。また、シミュレータ内部のモータ制御によ
り車体が傾いた状態から加速することで中立位置に戻ろうとする力
（復元力）が働きます。

図6　車体傾斜機能

MT/AT切替
シミュレータをMT車仕様・AT車仕様に簡単に切り替えることがで

きます。シートを取外し・交換、フットレストの脱着、左レバー（MTのと
きクラッチレバー、ATのときリアブレーキ）の固さ調整が可能です。

●新規価格 バイクシミュレータ：5,500,000円（税抜5,000,000円）　オプション単独：220,000円（税抜200,000円）
UC-win/Road Driving Sim＋バイクシミュレータオプション：1,430,000円（税抜1,300,000円）

●リリース 2021年9月
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NEW ARRIVALNEW ARRIVAL新製品／新バージョン情報

シミュレーション（UC-win/Road、VR-CloudⓇ）

UC-win/Road Ver.15.1　▶P.38
・4Dシミュレーション：条件付きタスク開始、スケジュール自動調整機能
・IFCモデル：鉄筋ポリゴン立体描画の追加
・Aimsun 連携プラグイン：Aimsun Next 20に対応
・VISSIM プラグイン：VISSIM 2021に対応
・複数のゲームコントローラーの同時使用に対応
・3D空間のオルソ画像出力機能の追加
・グローバル座標を持つ3DS、FBX、OBJ、Collada ファイル一括読み込み、配置機能の追加

VR-Next® glTF Viewer Ver.2 ・JavaScriptエンジン対応
・PBR Shader更新

UC-win/Road 車いすシミュレータ ・WHILL Model CR 電動車いすハードウェア連携
・車いす挙動モデル実装
・地面凹凸走行シミュレーション
・群集シミュレーション連動
・シミュレーションログと解析機能

バイクシミュレータ ・UC-win/RoadのVRと連動
・モータ制御によるハンドル反力が発生可能
・モータ制御によるRoll軸の傾斜に対応
・AT車とMT車の切替が可能
・前輪ブレーキ、後輪ブレーキ別に効きの調整が可能

UC-win/Road
バイクシミュレータオプション 

・UC-win/RoadのVRと連動した走行シミュレーションが可能

CG・VR

Shade3D Ver.22
・GPUレイトレーシング対応（Professional）
・AIノイズ除去に対応（Professional、Standard）
・図形ウインドウ表示に「図面」表示モードを追加
・ワイヤフレームの陰線表示
・切断面設定ウインドウ、座標の数値入力での切断位置に対応
・形状タイプとして「スイープ曲面」を追加
・自由曲面の端を閉じるオプションを追加
・ブラウザウインドウ「パート」メニュー4項目追加
・FBX 2020形式の読み込み対応
・DXF入力強化

FEM解析

FEMLEEG Ver.11　▶P.40 ・エッジのグルーピング機能
・パターンメッシュへの1/4円の生成機能の追加
・結果描画コマンドでの解析結果選択のスムージングデータへの対応
・ソリッド要素への辺荷重載荷／プレート要素への任意方向辺荷重の追加
・ボックス選択による節点列のサイド化機能
・バーテックスのボックス選択による一括エッジ生成機能
・各種描画項目の線幅カスタマイズ機能
・リンク要素の設定内容の視認性向上
・旧バージョンでのファイル保存機能

※2021年4月からの消費税総額表示義務化に伴い、価格表記を「税抜」から「税込」へ移行いたします
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新製品／新バージョン情報

構造解析／断面

Engineer's Studio Ver.10
・一軸曲げの軸力変動を考慮したＭ－φ要素、
　Ｍ－θモデル（ばね要素）とそれを用いた照査
 （曲率照査、塑性率照査、残留変位照査、変位照査）

Engineer's Studio® Section Ver 2
▶P.39 ・64bit版、Engineer’s Studio とのファイル連動

・軸力変動に対応した曲率照査
・2次元M-N相互作用図のレポート出力

橋梁下部工

橋脚の設計・3D配筋　▶P.42
（部分係数法・H29道示対応） Ver.5 ・ケーソン基礎リアルタイム連動

・降伏剛性時の断面2 次モーメント指定による自動配筋
・震度連携サポート機能
・入力段階での3D配筋図表示

橋台の設計・3D配筋　▶P.43
（部分係数法・H29道示対応） Ver.5 ・設計データの自動生成機能(躯体形状，上部工反力)

・複数設計データの計算実行
・無筋コンクリート部材の許容応力度による照査
・震度連携サポート機能

震度算出（支承設計）　▶P.44
（部分係数法・H29道示対応） Ver.5 ・ブロック単位の計算対応

・活荷重に対する風荷重の自動設定対応
・下部構造連携機能拡張

基礎工

深礎フレームの設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応）Ver.3 ・平面骨組みによる荷重分担率算定機能（Advanced版）

・骨組み自動生成機能の改善（Standard版）
・全杭列の入力データと計算結果の保持機能（Lite版）
・各列ごとに計算した基礎ばねの合算機能の追加（Lite版）
・コピー機能の強化（Lite）

道路土工 

BOXカルバートの設計・3D配筋 Ver.20

 

・杭基礎時の杭の断面変化対応
・3Dパラメトリックツールに対応
・配筋画面3D配筋表示対応
・3D属性連動
・他製品（マンホールの設計・3D配筋／下水道管の耐震計算／
　BOXカルバートの設計・3D配筋（下水道耐震））との地盤データ連携
・ボーリング交換用データ読込対応
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UC-1 Cloud 自動設計 土留め工 
▶P.47

 

・自動設計機能による最小限の入力により土留め壁の選定および壁長の決定が可能
・概略的な計算結果を元にした「土留め工の設計・3DCAD」用データエクスポートに対応
・クラウドサーバによるデータファイル管理に対応

水工 

開水路の設計・3D配筋Ver.7
・内壁対応
・配筋画面3D配筋表示対応
・3D属性連動
・ボーリング交換用データ読込対応

柔構造樋門の設計・3D配筋 Ver.15　▶P.45 ・縦方向：空洞化を考慮した常時・L1計算機能追加
・縦方向：許容支持力による照査機能追加
・門柱L2照査：操作台が降伏しない条件における計算機能追加
・翼壁：地震時動水圧に対応した計算機能改善
・胸壁：上載荷重をケースごとに入力可能とする機能改善

地盤解析 / 地盤改良

地盤改良の設計計算 Ver.8
・液状化の判定対応（建築基準）
・液状化の判定対応（土木基準）
・地盤柱状図の拡張
・建築基準（深層混合）　フーチング中心位置から偏心した配置

CAD/CIM

3Dパラメトリックツール水工 
・躯体の3Dパラメトリックモデル生成
・図面、三次元モデルインポート 
・UC-1製品との連動
・IFCデータ連携

積算

UC-1 Engineer's Suite 積算 Ver.8
▶P.46

・国土交通省土木工事積算基準/標準積算基準書改訂（令和3年）
・新土木積算体系改訂（令和3年）
・概算工費（簡易版）拡張
・工期設定支援システムへの連携

維持管理・地震リスク

橋梁長寿命化修繕計画策定支援システム 
Ver.5 ・道路橋ごとの劣化モデル指定対応

・道路橋ごとの管理水準指定対応
・工事単価以外の諸元について道路橋ごとの指定に対応
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新製品／新バージョン情報

建築／プラント

DesignBuilder Ver.7
・EnergyPlus v9.4に対応
・MagiCAD連携に対応
・IDFファイル形式の建物形状、コンストラクションデータ、ガラス、材料、シェーディングデータ等
　のインポートに対応
・年間気候ベースの採光モデリング シミュレーションがラディアンスシミュレーションエンジンで
　直接実行可能
・LEED v4.1 採光クレジットオプション 1 + 2、BREEAM HEA 01 Option b年間採光クレジットに
　対応した新しい計算方法を追加
・3Dモデラーにて採光分布マップが表示可能
・Pythonスクリプティングに対応
・永久ライセンスが廃止され、ライセンスオプションは1年ライセンス、2年ライセンス、3年ライセン
　スの3種類に変更
・Cost、LEED が含まれない新Engineeringパッケージ(Engineering Fundamentals)の導入

Suite ／スイート 

スイート建設会計 Ver.1.3／
スイート法人会計 Ver.1.2 決算ロボット対応

・スイート建設会計／スイート法人会計と（株）ROBON（豆蔵ホールディングスグループ）の「決算
ロボット」のWEB-API連携
・会計ソフトのデータを自動取得
・申告書の各種別表に落とし込み法人税額を自動計算
・電子申告対応の申告書を自動作成

サポート／サービス

3DVR浸水ハザードマップサービス

 

・災害時のシミュレーションや避難経路を3次元で確認
・浸水氾濫や津波などの高精度なリアルタイムシミュレーションと連携して災害を可視化

Shade3D CG入力支援サービス
・Shade3Dによる3Dモデル、3Dプリンター、アニメーションデータの作成受託業務 

クラウド基盤開発サービス   ・パッケージソフトフェアのクラウド化基盤開発およびメンテナンス業務 

サブスクリプション基盤開発サービス 
・パッケージソフトフェアのWebによるライセンス認証システム導入受託業務

スイート会計入力支援サービス ・公認会計士による会計仕訳入力支援受託業務

組込システム・マイコンソフトウェア開発
サービス ・品質コンサルタント：システム開発における品質を担保するコンサル業務（教育含む）

ウルトラマイクロデータセンター Ⓡ

（UMDC）Ver.4　　　    　
・電源ユニット設計改善
・ケース改定（GPUロングボード対応、冷却フレーム変更）

Arcbazar+ProjectVR ・建築プロジェクトのクラウドソーシングサイト「Arcbazar」でのコンペ開催を支援
・「Arcbazar」と、自主簡易アセス・VR-Cloud®でプロジェクトの評価を支援する「ProjectVR」の連携
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UNDER DEVELOPMENTUNDER DEVELOPMENT

3DA対応
・新道示出版に合わせ、対象製品を順次改訂 

UC-win/Road Ver.16 ・土工数量計算拡張と4Dシミュレーション連動
・3Dモデル属性参照機能拡張
・OpenDrive出力機能
・環境アセスメント機能拡張
・レンダリングエンジン向上

VR-Cloud Next
・F8VPSデータ編集ツール
・クラウド連携

UAVプラグイン・オプション Ver.7 ・緊急停止ボタンデバイス連携

控え壁式擁壁の設計計算 Ver.8
・支え壁式逆L型擁壁の検討対応
・ボーリング交換用データ読込対応

補強土壁の設計計算 Ver.7
・多数アンカー工法の選定部材直接指定対応
・3D描画、3DA対応

任意形格子桁の計算(部分係数法・H29道示
対応) Ver.4 ・鋼橋の抵抗モーメント算出

・鋼橋における断面力図に抵抗曲げ値を表示
・登録断面機能の追加

土留め工の設計・3DCAD Ver.17
・プレロード量の自動計算に対応
・ボーリング交換用データ読込対応
・その他機能追加・拡張

マンホールの設計・3D配筋 Ver.9
・水道施設耐震工法指針による応答変位算出対応
・集水桝の安定照査機能拡張
・開口部モデルの支持条件拡張
・図面作成時の頂版開口数の拡張

砂防堰堤の設計・3DCAD Ver.2
・3次元(LandXML)による周辺地形入力の対応
・袖折れ形状の入力に対応
・安定計算による土石流水深の算出過程およびグラフの出力に対応
・『砂防基本計画策定指針および土石流・流木対策設計技術指針に基づく計画・設計事例の
　解説(第3版)』のケース5に対応
・透過型と部分透過型における土砂含有を考慮した流量Qpの計算に対応

インフラデジタルデータベース

・都市インフラ（橋梁、トンネル、舗装、など）を対象としたデータベース
・オンライン地図上でさまざまなファイル情報（設計資料、点検写真、維持管理データ、など）
を登録可能
・情報の検索機能、閲覧、修正、新規登録が可能
・ソフトウェアの入力データを登録することでクラウドからダウンロード、データ活用可能

TTNNEEMMUNDER DEVELOPMENTTNNEEMMMMUNDER DEVELOPMENTTNNNDER DEVELOPMMMMU TTNNEEMMUNDER DEVELOP開発中製品情報
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Multiframe 機能紹介

今回はMultiframeの断面検定・断面算定機能についてご紹介させてい

ただきます。

断面検定等の設定、検討はSteel Designerというモジュールを使用しま

すが、別のソフトとして起動させるのではなく、Multiframe上で設定、解

析、解析結果の確認を行うことができます。また、検討結果を用いて、最

適な断面に変更することも可能です。

応力解析を行うだけであれば、架構形状、断面剛性、荷重設定だけで

解析することができますが、断面検定まで行う場合は、各部材に許容応

力度を割り当てる必要があり、Steel Designerでは許容応力度を算出するた

めの条件を設定することになります。

例として鉄骨造の外壁面に配置された間柱を想定したモデルを用いて

説明していきたいと思います。

1.解析モデル

高さ4m、柱脚ピン支持、柱頭部は鉛直方向をローラーとしたピン支

持、荷重条件は軸力として10kN、風荷重として強軸方向に5kN/mを設定

します。断面はH-100x100x6x8とします。

図1　モデル図 図2　荷重図 図3　M図

2.断面検定条件の設定
間柱の断面検定条件を設定していきます。

設定したい要素をダブルクリックすると

デザイン部材の属性設定ウィンドウが開き

ます。

上部のタブを切り替えて各応力に対して

の設定を行います。

「部材」 タブは断面検定に特化したタ

ブだけではなく、 応力解析にも反映され

る設定内容です。

「曲げ」タブは許容曲げ応力度を算出す

るためのタブです。今回の例では該当しま

せんが、要素の中間に節点がある場合では、Lbxを圧縮フランジの支点

間距離とする必要があります。

「引張力」タブではボルト孔欠損を考慮することができます。

「圧縮」タブではH形鋼の場合、強軸方向と弱軸方向それぞれについ

て座屈長さを設定できます。長さまたは座屈長さ係数で指定します。

「組合せ」タブでは強軸、弱軸の組み合わせ応力を考慮する比率を

設定でき、強軸まわりの応力のみ考慮することもできます。

「鋼材等級」タブではF値の確認を行います。40mm超の厚さを持つ

鋼材の場合は注意が必要です。

「制約条件」タブでは最適断面の条件を設定します。天井高の制限

や取り付く梁のせいを超えないように設定します。

3.断面検定結果の確認
断面検定を行う際は予め応力解

析を実行しておく必要があります。

解析実行後、検討を行いたい要素

を選択し、メニューバー＞デザイ

ン＞チェックをクリックします。行

いたい検討項目にチェックを入れ、

「OK」をクリックします。

検討結果は「結果ウィンドウ」の

「断面算定」タブまたは「レポート

ウィンドウ」で確認することができ

ます。

図6　結果ウィンドウ＞断面算定

4.断面算定結果の確認と断面変更

断面検定の結果、断面性能が不足している、または検定比に余裕が

ある場合に断面を変更することができます。断面検定を満足する最軽

量の断面による検定内容を表示させ、その断面に変更させます。

断面算定を行う際は応力解析を実行後、検討を行いたい要素を選択

し、メニューバー＞デザイン＞デザインをクリックします。行いたい検討

項目にチェックを入れ、「OK」をクリックします。

検討結果は「結果ウィンドウ」の「断面算定」タブまたは「レポート

ウィンドウ」で確認することができます。

断面算定を行うと結果ウィンドウ＞断面算定タブの最適セクション欄

に検定を満足する最軽量の断面が入力されます。ここで表示される断面

は最初にモデル化した時の部材による応力を用いた結果なので、断面変

更後は自重や剛性が変わるため、最終的な応力も変わってしまうことに

注意が必要です。

モデルの断面を最適セクション欄に表示された断面に変更する場合

はフレームウィンドウにてセクションを変更することもできますが、メ

ニューバー＞デザイン＞最適セクション使用から部材が複数ある場合な

ど断面の変更を一括で行うこともできます。

図7　結果ウィンドウ＞断面算定 図8　最適セクション使用

Multiframe
3次元建築構造解析ソフトウェア

Multiframe
総合情報 
Vol.64

INFORMATION

for USERS

■ Multiframe CONNECT Edition x64 (SES) 23.03.00.101　2021年8月リリース

■ 開発元：Bentley Systems
（Formation Design SystemsはBentleySystemsに吸収合併）

図4　デザイン部材の
　　 属性「部材」

図5　レポートウィンドウ
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Maxsurf デッキのモデリングとデッキ下容積

モデリングのテクニックとして、デッキの生成を紹介します。

　船舶の甲板は、円弧のキャンバーを持つものやストレートキャンバ

ーのものなど様々ありますが、Maxsurf Modeler の NURBS を使い、

短時間でモデリングを行うことが可能です。Maxsurf のトリミング機

能を使えば、外板とデッキはその接続部でボンディングする必要は

ありません。側板はデッキ交差部を越えてブルワークトップまで、も

しくはさらに上まで伸ばします。

図1　外板のモデリングが終了した状態

Surfaceメニューから、Add Surface/waterplaneを選び、アッパーデッ

キを生成します。

図2　デッキに利用する水平面の呼び出し（左）
図3　呼び出されたWaterplane（右）

Waterplaneは、四隅のみにコントロールポイントを持つ平面なの

で、円弧の断面を持たせるのと、長手方向の曲がりを与えるために、行

方向を3行，列方向を6列の3×6の並びとなるようにコントロールポイ

ントを追加します。さらに、幅をモデルの最大幅に合わせ、中間のコン

トロールポイントを、1/2最大幅とし、外側のコントロールポイントをキ

ャンバー分だけ下げ、3点のコントロールポイントにより、正確な円弧

を描くようにします。

図4　デッキの正面では、コントロールポイント３点により　　　　　
　指定キャンバーの円弧が描かれる（左）

図5　Waterplaneのサーフェイスプロパティー；Surface Typeを　　
Conicにして、断面を円弧にする（右）

長手方向の曲がりを調整するために、列方向のコントロールポイン

トの配置を、 ビューなどで決めていきます。

同様に、アッパーデッキの後半、フォクスルデッキ、船尾ライズドデ

ッキ等をモデリングして行きます。

図6　デッキを外板モデルに重ねた状態（左）
図7　全てのデッキがモデリングされた状態（右）

この状態で、トリミング機能を使い、はみ出ている部分をトリムしま

す。ここで、外板はブルワークとして残していますが、ブルワークトップ

の形状が複雑になっている場合は、トリムラインなどを利用して、別途

トリムします。

総トン数計算で必要なデッキ下の容積を求めたい場合、外板をデッ

キ交差線でトリムすることで、同モデルをStabilityモジュールに取り込

み計算できます。

図8　デッキがトリムされた状態
図9　Maxsurf Stabilityでデッキ下の容積が認識される

StabilityのHydrostatics計算を使い、Draftをモデルの最も高いデッ

キ部よりも深い値を設定して解析を行うと、HydrostaticsのVolumeが
デッキ下の容積として求められます。

図10　Hydrostaticsの計算結果、
デッキ下容積は875.268m3

Maxsurf
船舶設計者のための３次元総合CADシステム

Maxsurf
総合情報 
Vol.64

INFORMATION

for USERS

■ Maxsurf CONNECT Edition x64 (SES) 23.03.00.10　2021年8月リリース

■ 開発元：Bentley Systems
（Formation Design SystemsはBentleySystemsに吸収合併）
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自動設計 土留め工

新製品紹介 

▲

p.47
新規：¥193,600 円（税抜 176,000 円）

UC-1 Cloud 自動設計シリーズは Web アプリのためインストールの必要
がなく、インターネットに接続できる環境があれば、PC やタブレット端
末、スマートフォン等、デバイスを選ばず外出先でもWeb ブラウザで利
用が可能です。

●UC-1設計シリーズとの連携

●マルチプラットフォーム
　・デバイス対応

外出先 会社内

UC-1 Cloud 自動設計 土留め工は、UC-1 設計シリーズ製品「土留め工の
設計・3DCAD」との連携が可能です。本製品で自動設計後にデータファ
イル（*.F8L）をエクスポートし、「土留め工の設計・3DCAD」で読み込み、
詳細設計や計算書、図面の出力といった流れが可能となります。

●自動設計を強力にサポート

・最小部材や最小となる壁長（根入れ長）などの条件を満たした壁体の抽出
・自動設計の対象とする壁体種類は、鋼矢板と親杭横矢板などの複数選択が
でき、全壁体種類の同時指定が可能
・親杭間隔の検討範囲を指定し、一度に最小間隔～最大間隔まで検討可能
・現場の制約により根入れ長をある深度より長くできない場合、壁長（根入
れ長）を指定し、その壁長を満たす壁体条件を抽出可能

最小限の基本条件の入力と対象とする壁体種類を指定して計算実行する
と、検討条件の中から全ての照査結果がOKとなる結果を抽出します。
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PBRマテリアル
最低限の知識でよりリアルな質感を再現

2D図面作成
作図用の独立したビュー作成・表示に対応

3Dアノテーション
躯体寸法線付加 「3DAモデル」化を実現

3Dプリント
3Dプリンタ用 STLファイル出力対応

NURBSモデリング
正確かつ緻密なモデリングが可能

GPU
レイトレーシング
高速かつ高品質な
イメージを生成！

AIノイズ除去
ノイズ除去ライブラリ搭載！
高周波ノイズの効率的な

除去が可能に

スイープ曲面
新形状タイプ追加で
モデリングを効率化！

BIM/CIM設計
照査ツール強化
インターフェイスを刷新
利便性が圧倒的に向上

ブロックUI
プログラミングツール

マウス操作のプログラミングで3Dモデル生成 

3DCAD
IFC入出力、干渉チェック、測定、

3DCADデータ作成等

BIM/CIM対応 統合型3DCGソフト

モデリング、レンダリング、アニメーションから3Dプリントまで  

！

モデリング、レンダリング、アニメーションから3Dプリントまで  
3次元CAD利用技術者試験1級推奨
オールインワンの国産3DCGソフト！

NO.1企業シェア

国産3DCG
ソフトウェア

（株）富士キメラ総研調べ
2020年8月31日

大域照明：パストレーシング
カメラから飛ばしたサンプル点の計算
により間接光を表現

ジョイント、スキン機能、物理計算などで
多彩なアニメーションを生成、

3Dプリンタで出力してフィギュアの作成も！

大域照明：フォトンマッピング
光源から飛ばしたフォトンにより間接工を表現

高品質なコースティクス表現が特徴

リニアワークフロー
照明や間接光のシミュレートを正しく行うためのRGB
値とエネルギー等をアプリケーション側で自動換算

Professional　￥107,800（税抜￥98,000）
Standard　　　￥52,800（税抜￥48,000）
Basic　　　　　￥21,780（税抜￥19,800）

ブロックUIプログラミングツール 
￥11,000（税抜￥10,000）

BIM/CIM設計照査ツール 
￥44,000（税抜￥40,000）

製品価格

別売オプション
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■VUCAの時代におけるデザイン思考の必要性
現代は、VUCAの時代と称されています。VUCAとは、Volatility（変

動性）、Uncertainty（不確実性）、Complexity（複雑性）、Ambiguity

（曖昧性）という4つの言葉を組み合わせたものです。政治・経済や

ビジネス・個人のキャリアなど、ありとあらゆるものが不透明で複雑さ

を増し、将来の予測が困難な状況になっています。業界の概念を覆す

サービスが生まれ、今までの常識が非常識になり、今まで非常識だと

思っていたものがこれからの常識になってきています。

このVUCAの時代において、DX（デジタルトランスフォーメーショ

ン）を進めていくためにデザイン思考（Design Thinking）が注目され

ています。デザイン思考は、デザインに必要な思考方法と手法を利用し

て、人のニーズを捉える事を起点にアイデアの創出やビジネス化の検

討を行う方法です。ここでは、DXを進めるために重要なデザイン思考

の本質的な３つのポイントとして、感性を重視した人間的な側面の“人

間中心設計（HCD：Human Centered Design）”、右脳と左脳を同時

に機能させ理解する俯瞰、目標達成に向けて隠れた要素を発見してい

く反復型開発 について述べます。

■デザイン思考のポイント１　人間中心設計
現代は、コモディティ化により大量生産・大量消費の価値観が衰退

し、モノからコトの時代に移りました。当たり前の機能があった上で、

ユーザに楽しさ・驚き・心地よさを与え、是非また使ってみたいと感

じてもらえるような、より人の立場や気持ちに寄り添った人中心の起

点で発想するデザイン思考が重要になってきました。革新的な技術

を開発するだけで革新が起きるのではなく、多様化する社会のニーズ

を人間中心設計で新しい価値に結び付けることにより本当の革新が

実現します。そのためには、消費者インサイトの発見が必要です。消

費者インサイトとは消費者自身が無意識のうちに抱いている本音であ

り、消費者が自覚していない購買行動に至る本質的要因です。マーケ

ティング活動を行う側は、この消費者インサイトを発見する必要があ

ります。デザイン思考は、ユーザにEmpathize（理解と共感）を通して

消費者インサイトを探ります。しかし、本当に理解し共感することは、

容易ではありません。

日々の生活・文化・バックボーン・環境・将来の動向を把握し、徹底

した感性レベルで対象となる人以上にその人になりきらないと共感

には至りません。性別・年齢・性格・おかれた環境・日々の生活の違

いなど、消費者の共通項で見るのではなく、徹底的に個別にも入り込

み分析する必要があります。例えば、優秀な役者は時代劇の主人公

を演じるために、その時代の歴史書を読み私生活でも主人公になり

きって行動することにより役作りを行うそうです。

■デザイン思考のポイント2　俯瞰
デザイン思考は、複雑な問題を分解せずに複雑な状態のまま捉

え、論理的な左脳の思考と感覚的で空間的な認知の右脳の思考を相

互補完的に機能させながら、既知の側面だけでなく未確定の側面も

合わせて検討することにより、理詰めだけでは到達できない新たな

関連性を導き出すデザイナーの思考様式です。本項では、検討対象の

様々な要素の相互関係を把握し、全体の特性や振る舞いをイメージ

することを俯瞰と呼びます。

近年のIoTなどの通信技術やIT技術の発達により、ありとあらゆる

機器・組織・ビジネス・文化をつなげることが可能になりました。この

本連載は、「組込システム」をテーマとしたコーナーです。大手メーカー新

規商品、特注品、試作機等の組込システムを約30年間に渡って開発して

きた実績にもとづいて、毎回さまざまなトピックを紹介していきます。第

16回は、DXを実現するためのデザイン思考について解説いたします。

DXを実現するためのデザイン思考

組込システムニュース
組込システム・マイコンソフトウェア開発サービス

16
  執筆  組込システム開発チーム

VRシステムをはじめとした関連分野における展開を推進。組込システ
ム開発、マイコンソフトウェアの受託開発、コンサルティングを中心とし
た事業を展開。『超スマート社会のためのシステム開発』を執筆。
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つながりの中に新たな価値が存在します。新たな価値を創造するた

めには、全体を俯瞰しない限り不可能です。俯瞰を行うためには、検

討対象を右脳により空間的に捉えて全体の構造をイメージします。次

に、具体的な事象が構造の要素間でどのように振る舞うかについて

左脳による論理的な分析・検証を行い、構造やその構成要素の役割

などを修正し、さらに詳細な構造をイメージします。これを繰り返すこ

とにより、正確で詳細な構造と振る舞いをイメージすることが可能に

なります。

最初は、構造や構成要素の役割が頭の中に入っていないために局

所的な検討しかできず手探り状態です。しかし、繰り返し分析を進め

ることで各構成要素の機能や性質、構成要素の相互関係や振る舞い

が頭の中に入ってくることにより、同時に頭の中でイメージできる範

囲が大きく広がり、やがて目から鱗が落ちるように全体像がイメージ

でき俯瞰が可能になります。俯瞰するためには、この助走期間を十分

に確保することが重要です。しかし、大規模なシステムでは、多彩な専

門知識が必要であり、一人だけですべてを俯瞰することが困難です。

俯瞰するためには多くの専門家の助けが必要になり、ファシリテータ

としての能力と活動が必要になります。

ファシリテータとは、会議や研修などの進行、参加者への発言の促

進、話の流れのまとめといった役割を担い、参加者をゴールに確実に

導く誘導役です。俯瞰する人は、最初に全体を空間的に捉えて概要を

つかみ、その中の重要な検討すべきシチュエーションを見つけ出しま

す。その具体的なシチュエーションを関係する専門家に提示すれば、

専門領域の知識や想像力を引き出し、様々なアイデアや情報を受ける

ことが可能になります。その得られた知見をもとに全体をさらに深く

俯瞰し、より詳細な検討すべきシチュエーションを抽出して専門家へ

の相談を繰り返すことにより、多彩な専門知識を統合した精度の高い

俯瞰を行うことが可能になります。全体が俯瞰できれば、新たな構成

要素の追加、構成要素の機能・性能の追加や変更を想定し、その変

化から連鎖して起こり得る全体への波及を分析することが可能にな

り、その中から新たな価値を見つけ出すことができます。

■デザイン思考のポイント3　反復型開発
答えのない世界では、糸口をつかむために試行錯誤から見出すデ

ザイナーの感性を取り入れた活動が必要になります。デザイン思考は

反復的な性格を有しており、途中で得られた結果は新たな可能性に

繋がるスタート地点でもあり、場合によっては最初の問題を再定義す

ることもあります。出来る限りの調査とそれに付加した感性で方向性

を決め、論理思考による試作と評価で課題をつかみ、さらに深い感

性で絞り込んでいきます。方向性を絞ることにより具体的な試作が行

え、具体的であることから新たな情報を入手できます。そのため、試

行錯誤の反復型開発を行います。

しかし、このような反復型開発を行うためにはマネジメントを革

新する必要性があります。従来のマネジメントでは、明確な仕様と計

画、期待貢献額が明確に見積もれないものに対してスタートさせる

ことができません。また、必ずしも短期間で成功するとは限らない

ため、業務評価基準の見直しも必要になります。従来、見えないもの

は技術面であるために技術研究部門で試作開発が行われ、イノベー

ションは技術革新と同様に考えられてきました。しかし、イノベーショ

ンの本来の意味は、発明そのものではなく、発明を実用化し、その結

果として社会を変えることです。社会のニーズの手掛かりを発見する

ところからスタートし、ターゲットを絞り込みながら利用者視点で見

極め、新しい価値に結び付けることが必要になります。見えない手掛

かりをEmpathizeで探るためには、そのためのシチュエーションを試

作により整える必要があります。このため、試作対象や試作の進め方

は従来からの技術開発と大きく異なり、マネジメントから変えていく

必要があります。

また、もう一つの試作の必要性は、異業種連携のための関係者の

理解と同意を得ることです。これからの革新は、一部門や一社だけで

の革新では限界があり、ビジネスエコシステムなど異業種連携が必要

になります。この異なった組織・ルール・文化・役割間をスムーズに連

携できることを検証し、関係者に自信をもたせるための検証も必要に

なります。いかに多彩な結合を行い、多くの人を巻き込むかを考える

ことが重要であり、このための反復型開発のマネジメントも必要にな

ります。

反復型開発は、最も短い時間で効率的に造るために、低コスト・短

期間で作成した最低限の機能・サービス・製品で、顧客の反応を見な

がら開発し、イノベーションを起こして短期間で大きな成長をとげて

いくマネジメントが必要になります。また、テストにより検証対象とし

ていない事象を発見するなど、最初の問題から外れた重要な発見も

多くあるため、変化や想定外の事象にも着目するマネジメントも必要

になります。さらに、一旦試作を開始すると試作を継続すること自体

が目的にすり替わり、活動が暴走する可能性があります。そのため、ス

トーリを作成して検証する要件を整理し、開発を中断し見直すための

ストップ条件を明確にすることも必要になります。

■フォーラムエイトの役割
フォーラムエイトは、デジタルツインにおける仮想空間の様々なシ

ミュレーション技術と現実空間の組込システム設計技術などDXの

ベースとなる革新技術を保有しています。新たなシステム価値を創造

するためには、デザイン思考による感性の側面を含むアイデア探索的

な反復型開発のスキルも必要となります。フォーラムエイトは、デザ

イン思考でお客様と一緒に新たな価値を創造する支援を行います。

■著者 ： 三瀬　敏朗
■発行 ： 2018年11月
■価格 ： 3,080円（税抜 2,800円）
■出版 ： フォーラムエイト

パブリッシング

超スマート社会のためのシステム開発
～日本のものづくりを足元から見直しませんか～

FORUM8オーダーページ
書籍のご購入は
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3D・CGによるゲームコンテンツとVR技術の展開

3D・CGコンテンツ事業を展開するゲーム開発グループによる本連載では、
同社のゲームコンテンツ関連技術とUC-w㏌ /RoadのVR技術とのコラボレーションによる新たな展開から、

クリエイター陣による企画・制作のノウハウまで、様々な内容を紹介していきます。

千鳥エディターとゲームのリリース

千鳥エディター
2021年8月にリリースしたスイート千鳥エンジンVer.1.06.00では、

UIデータを作成できるツール「千鳥エディター」を追加しました。千鳥

エディターを使用することで、エディター上で表示結果を確認しなが

らUIデータを作成することができます。千鳥エディターはゲームの実

装ツールとは分離しているため、プログラマーとデザイナーで分業し

てのゲーム製作が行いやすくなります。

図1　千鳥エディター画面

千鳥エディターでは、パネルやボタンなどの要素を画面上に配置し

たり、それらの要素に貼る画像を画面上で調整したり、要素の位置や

表示状態などをアニメーションさせたりすることができます。

図2　千鳥エディターで作成したデータの表示イメージ

使用できる要素
千鳥エディターで使用できる要素は9種類あります。一部の要素は

親子関係を持つことができ、親子関係とすることで、位置をまとめて

移動させたり、表示状態をまとめて変更させたりできます。

表1　各要素についての説明

コンポーネント 各要素のベースとなる要素

ボタン
通常時と押下時のビジュアルを設定して、押下時に

ビジュアルを切り替えられる要素

リニアレイアウト

子要素を自動で整列する要素。子要素の並ぶ方向

やマージンなどを設定することで、子要素の配置を

制御可能

パネル
最も基本的な要素。コンポーネントとは異なり、子

要素を持つことが可能

回転パネル

回転や傾きを設定することができるパネル。子要

素を持つことができ、子要素も親要素と同様に回

転可能

スクロールビュー 子要素をスクロールして位置を変更できる要素

テキストボックス テキストを表示できる要素

ビジュアルセット
複数のビジュアルを持つことができ、切り替えて表

示できる要素

参照

コンポーネント

他のプロジェクトで作成されたUIデータを、要素と

して追加したもの

使用できるアニメーション
千鳥エディターで使用できるアニメーションは9種類あります。アニ

メーションには大きく分けて2種類あり、1つ目は「トゥイーン」で、開

始時間における値と終了時間における値を指定して、開始と終了の間

の値の時間変化を補完してアニメーションするというものです。2つ目

は「フレーム」で、特定の時刻で状態を切り替えるものです。

色トゥイーン 開始時間と終了時間における要素の色指定

スケールトゥイーン 開始時間と終了時間における要素のスケール指定

アルファトゥイーン 開始時間と終了時間における要素の透過度指定

パストゥイーン
開始時間から終了時間の間の要素の移動経路の

指定

サイズトゥイーン 開始時間と終了時間における要素のサイズ指定

回転トゥイーン
開始時間と終了時間における要素の回転量の指

定。回転パネルに対して設定可能

プロパティフレーム
特定の時刻で、要素の表示状態やセンタリング設

定などの変更

ビジュアル

インデックス

フレーム

特定の時刻で、ビジュアルセットに表示するビジュア

ルの切り替え。ビジュアルセットに対して設定可能

空フレーム 特定の時刻にセットする、何も行わないフレーム

表2　各アニメーションについての解説
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スイート千鳥エンジンを使用したゲーム
2021年9月にリリースしたスイート千鳥エンジンVer.1.07.00、およ

び、Ver.1.07.01では、スイート千鳥エンジンを使用して開発したゲー

ムである「モグラで脳トレ!̃瞬間記憶モグラ叩き̃」、「わたしの音楽

帳」、「ゲームで覚える勘定科目」、「Flap Hero」を追加しました。こ

こでは、「ゲームで覚える勘定科目」と「Flap Hero」について紹介し

ます。「モグラで脳トレ!～瞬間記憶モグラ叩き～」と「わたしの音楽

帳」については、これまでのゲーム開発ニュースにて紹介しているの

で、そちらをご覧ください。

ゲームで覚える勘定科目
「ゲームで覚える勘定科目」は、次々と画面に表示される勘定科目

に合わせてカードを選ぶ、勘定科目を覚えるのに役立つゲームです。

図3　 ゲームで覚える勘定科目 タイトル画面

3つの難易度があり、難易度が上がるほど表示される勘定科目の

種類が増えていきます。難易度が上がったり、連続で正解したりする

と獲得できるスコアが大きくなります。1ゲームの時間は30秒でスピ

ーディに遊ぶことができるため、効率的に勘定科目を覚えることが

できます。

図4　ゲームで覚える勘定科目 ゲーム画面

間違えた勘定科目は、ゲーム終了時に一覧で正解を確認すること

ができます。

Flap Hero
「Flap Hero」は、同名のフリーゲームをスイート千鳥エンジンに移

植したゲームです。

図6　Flap Hero タイトル画面

落下していく小鳥を、土管や地面に衝突しないようにタイミングよく

ジャンプさせて、できるだけ遠くまで導きます。土管を1つ超えるごと

にスコアを1得ることができます。土管の真ん中に着地すると、ワープ

して離れた土管に移動できるので、うまく利用することでスコアを稼

ぐことができます。

図7　Flap Hero ゲーム画面

土管や地面に2度衝突してしまうとゲームが終了となり、そのゲーム

で稼いだスコアと、それまでの最高スコアが表示されます。

図8　Flap Hero 結果画面図5　ゲームで覚える勘定科目 結果画面
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CPWC／VDWC予選追加チーム決定！
第12回サマーワークショップにて予選会実施
　2021年 7月6日、第12回サマーワークショップ Onlineにおいて、CPWC・VDWC予選選考会が開かれ、各コンペティショ

ンの予選通過チームが決定いたしました。最終審査会と表彰式は 2021年11月18日（木）「FORUM8デザインフェスティバル

2021-3Days+EVE」にて開催いたします。詳細はデザインフェスティバル2021案内状をご覧ください。

　第 9回を迎えたCPWCの予選選考会が実施され、アジアを中心

に国内外から多数の応募が集まった中からエントリーチームが決定し

ました。

　今回は、交通および自動運転の関連プロジェクトが大半を占め、

UC-win/Road ユーザの着目するテーマが明確になっています。また、

環境に関するテーマが複数提案され、コロナ禍の対策をテーマとし

た応募もありました。多数のプロジェクトで高度なシステム開発の提

案があり、これまで以上の結果が期待できます。

　UC-win/Road は Ver.15 で新たにC++言語による開発に対応し、

VRプラットフォームとしてより多様な連携の展開が可能となっていま

す。各チームにコメントをフィードバックしていますので、アイデアを

さらに練り、貸与製品を十分に活用してオリジナルなシステムの構築

に挑戦してください。

■UC-win/Road、UC-win/Road SDK（開発キット）

■VR-Cloud®、VR-Cloud® SDK（開発キット）

■a3s（Anything as a Service） SDK

Shade3D のグラフィックインターフェースを利用しブロックなどのオ

ブジェクトを組み合わせ視覚的にプログラミングする機能を搭載。

国産クロスプラットフォーム 3D

ゲームエンジン。Windows 版に

加え、新たに iOS版ライブラリ

に対応。

  CPWC　　第9回 学生クラウドプログラミングワールドカップ　予選選考会レポート

主な貸与対象ソフトウェア

▲ CPWC予選選考会の様子

▲ UC-win/Road API（上）、C++ API構成（下）

３次元リアルタイム・バーチャルリアリティソフト。日本語・英語・中

国語をはじめ多言語に対応。Ver.15 で新たにC++言語によるプラグ

イン開発に対応し、開発環境を拡張している。

■Shade3D、 Shade3D ブロックUIプログラミングツール

■スイート千鳥エンジン®
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３次元リアルタイム・バーチャルリアリティソフト。日本語・英語・中

国語をはじめ多言語に対応。Ver.15 で新たにC++言語によるプラグ

イン開発に対応し、開発環境を拡張している。

■UC-1 土木設計CADシリーズ

■DesignBuilder

■ EXODUS／SMARTFIRE 解析支援サービス、

避難解析支援サービス

3 次元積層プレート・ケーブル

の動的非線形解析。新設／既

設構造物の耐震補強・長寿命

化でインフラ整備・国土強靭化

を支援。

BIM/CIM 対応、統合型 3DCG

ソフト。モデリング、レンダリ

ング、アニメーションから3D

プリントまでをそなえたオール

インワンパッケージ。

　今回の第11回 VDWCの予選選考会では、国内はもちろんのこと

アジア各国からも多数の応募が集まった中からエントリーチームが決

定しました。

　応募者は、プーケットの地理、交通、運輸ネットワークを学ぶこ

とが強く推奨されます。主要なハブとなるのはサラシン橋で、プーケッ

トと北部のパンガー県、同じく北部に位置するプーケット空港、プー

ケット市街地と中心部から東部の旧市街、また島全域の他のビーチ

を結んでいます。また、プーケットはタイ最大の島ですが、32の小

さな群島に囲まれており、観光客はボートやヨットでこれらの島々を

訪れ地上を移動します。桟橋、港、マリーナなどの水運についても考

慮される必要があります。

　スマートシティの構築には、ソフトウェアにより多様なデータ・情報

を活用し、都市のダイナミックなシステムをシミュレーションすること

が求められます。予選通過チームの皆さんには、貸与製品を最大限

に活用した上で、交通、道路、建築、環境、防災・避難などの設計

結果とVRを効果的に組み合わせた高度な作品制作を期待しています。

VDWC　　第11回 学生BIM＆VRデザインコンテスト オン クラウド　予選選考会レポート

主な貸与対象ソフトウェア

第10回 VDWC グランプリ
｢FutureForestCity｣
金沢大学（日本）　チーム名：FamilyLab

第8回 CPWC グランプリ
｢DrEyeVer: Detecting Objects on Driver’s Focus 
  of Attention for Intelligent Vehicle｣
国民大学校（韓国） チーム名：KaAI

第10回 VDWC受賞結果第8回 CPWC受賞結果

2020 年 第 8回 CPWC、第10 回 VDWC グランプリ受賞作品

▲ VDWC予選選考会の様子

■Shade3D

■ Engineer's Studio®■ UC-win/Road
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建設ITジャーナリスト家入龍太氏が参加する

FORUM8体験セミナーのレポート。新製品を

はじめ、各種UC-1技術セミナーについてご紹

介します。製品概要・特長、体験内容、事例・

活用例、イエイリコメントと提案、製品の今後

の展望などをお届けする予定です。

はじめに
建設ITジャーナリストの家入です。社会イン

フラの中でも重要な橋梁を支えているのは橋

脚や橋台、そして基礎です。これらは「下部工」

と呼ばれ、橋の“土台”として、長い使用期間の

間、安定的に橋桁（上部工）を支えていくこと

が求められます。

そこで、下部工の設計では、使用期間の間

に起こりうる様々なケースを想定し、下部工が

様々な荷重に耐えられるようにしています。最

も基本的な荷重は、橋桁の自重による死荷重

です。続いて、橋を走行する車両による活荷重

があります。時には車両が衝突することもあり

ます。

上部工や下部工が温度変化で伸び縮みし

たときの荷重や、風、雪、波など天候の変化

によって生じる荷重も無視できません。また、

長い使用期間の間には、コンクリートが縮む

「クリープ」と呼ばれる現象や、乾燥収縮もあ

ります。

そして、何十年もの間には大きな地震に見

舞われて、通常ではありえないほどの大荷重

が作用することもあります。そんな時は多少の

損傷はあっても、橋桁が落下することだけは、

なんとか防がなければなりません。

橋に作用する荷重を全方位で考慮し、それ

ぞれの荷重に対する橋のダメージを定義して、

使用期間中の安全性を確保するための具体的

な設計方法を定めたのが、「道路橋示方書」で

す。現在の最新版は、平成29年11月に発刊さ

れた「道路橋示方書・同解説」になります。

▲道路橋示方書で目指す橋の限界状態。大地震
など最悪の荷重が作用しても、落橋だけは防
ぐ「橋の限界状態3」が保たれるようにする

▲一般の橋（A種）と国道や自動車専用道など
重要度の高い橋（B種）の設計の考え方。B
種は最悪の状態になっても早期に機能確保で
きるように設計される

「トライアンドエラー」で用・強・美を
橋の設計手順はまず、橋を架ける現場の条件

を考慮して、橋の長さや橋台・橋脚で支える支間

長、橋脚の太さなどを過去のプロジェクトや概

算の設計数値から「これくらいの大きさは必要

だろう」と、決めることから始まります。

▲橋梁は上部構造の荷重を、橋台、橋脚、基礎
からなる下部工が支えられるように、各部の
寸法を仮定することから始まる

すると、橋の自重や通行する車両の重量、地

震時に橋にかかる地震力などがわかってくる

ので、これらの荷重を橋に作用させて、橋の各

部分が耐えられるかどうかを計算します。その

結果、もし強度が不足する部分が出てきた場合

には、その部分の断面を大きくするなど、橋の

設計を修正します。

このとき、橋桁や橋脚の断面を太くすればそ

れで安心かというと、そうではありません。断

面が太くなれば、自重も大きくなるので死荷重

や地震荷重も大きくなってしまうからです。

こうして橋の設計を仮定する→橋にかかる

【イエイリ・ラボ 家入 龍太 プロフィール】
BIM/CIMやi-Construction、AI、ロボットなどの活用で、生産性向上やコロナ禍
などの課題を解決し、建設業のデジタル変革（DX）を実現するための情報を「一
歩先の視点」で発信し続ける建設ITジャーナリスト。「年中無休・24時間受付」
をモットーに建設・IT・経営に関する記事の執筆や講演、コンサルティングなどを
行っている。公式サイトは「建設ITワールド」（https://Ken-IT.World）

vol.

イエイリ · ラボ体験レポート
橋梁下部工設計
体験セミナー

IT活用による建設産業の成長戦略を追求する
「建設 ITジャーナリスト」 家入 龍太

51
▲「橋梁下部工設計体験セミナー」は、7月21日に　　　
オンラインで開催された
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荷重を計算する→橋の各部分が耐えられるか

を計算する、という「トライアンドエラー」を何

度も繰り返して、最終的にすべての部分の強度

がOKになるまで行うのです。

もちろん、全体的に「太め」でゴツゴツした

設計にしておけば、強度的には安心ですが、今

度は工費がかかりすぎるなどの問題も出てき

ます。必要な機能を提供でき、十分な強度を持

ち、スリムな橋を設計するかという「用・強・

美」の精神が、橋の設計には求められます。

50年の歴史を持つ道路橋示方書
道路橋示方書が制定されたのは昭和47年

（1972年）にさかのぼります。それ以降、阪

神・淡路大震災や東日本大震災といったそれ

まで経験しなかった大地震を経験し、車両も

大型化したほか、構造物の長寿命化といった

新たな視点も生まれました。

制定から50年目に当たる平成29年に改定さ

れた最新版の道路橋示方書には、多様な構造

や新材料に対応する設計手法が導入されたほ

か、設計供用期間を100年とすることが標準と

され維持管理の方法を設計時点で考慮するこ

となどが盛り込まれました。まさに、過去50年

間に蓄積された橋梁設計のノウハウが集大成

された示方書と言っても過言ではありません。

製品概要・特長
フォーラムエイトでは、最新版の道路橋示

方書に準拠して、橋台や橋脚、基礎などの下部

工を設計する「下部工基礎スイート」という製

品を開発・販売しています。

その大きな特長は、下部工の設計と荷重の

計算が連動することです。先に説明したよう

に、橋脚や橋台などの断面を大きくすると荷重

も大きくなるので、構造物に求められる耐力も

変わってくる、という「トライアンドエラー」を、

面倒な手作業によることなく、ソフト内でス

ピーディーに行えるのです。

そのため、同じ時間内で手作業では考えら

れないような回数のトライアンドエラーを繰り

返すことができ、用・強・美を備えた下部工の

設計を短時間かつ正確に行えます。さらに、基

礎の設計とも連動しており、下部工設計の生産

性を大幅に向上できます。

道路橋示方書で想定した荷重の組み合わせ

に対応するため、設計で取り扱う荷重の種類

は死荷重、活荷重をはじめ22種類もあり、荷重

同士の組み合わせによって荷重の増減を考慮

した荷重係数や組み合わせ係数を自動的に設

定できるようになっています。

このように、橋梁下部工の設計には多くの複

雑な要素が関連しているため、「下部工基礎ス

イート」は数多くのプログラムがセットになっ

ています。基本的な橋脚、橋台や震度算出、

杭基礎など11本からなる「Advanced」、ラー

メン橋脚や深礎フレームを含む15本からなる

「Senior」、RC橋脚やラーメン式橋台などを

含む23本からなる最上位の「Ultimate」の3種

類のスイート製品があります。

価格は1年ごとのサブスクリプションとなっ

ておりWeb認証版の場合、Advancedが139

万円（税別。以下同じ）、Seniorが219万円、

Ultimateが241万円です。

体験内容
7月21日の午後1時半から午後4時半まで、

Zoomによるオンラインセミナー形式で「橋梁

下部工設計体験セミナー」が開催されました。

講師を務めたのは、UC-1開発第2グループの菊

田 裕二さんです。

冒頭の45分は、道路橋示方書で規定されて

いる橋梁下部工の設計方法や、下部工スイート

による設計の流れなどを解説し、その後は実

際に下部工スイートのプログラムを使った実習

をみっちり行いました。使用したプログラムは

「UC1-Engineer’s Suite」シリーズの「震度算

▲構造諸元を変えては耐力を照査する、トライアンドエラーによる
設計のフロー

▲製品間のデータ連携イメージ。地震時の荷重となる震度算出と橋脚・橋台の間で
データ連携するので、トライアンドエラーによる設計検討がスピーディーに行える

▲設計で扱う荷重の一覧。22種類もある
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出（支承設計）」「橋台の設計・3D配筋」「橋

脚の設計・3D配筋」「基礎の設計・3D」配筋の

4種類です。いずれも平成29年道路橋示方書と

部分係数法に対応しています。

例題として取り上げたのは、支間長40mの2

径間連続コンクリート橋です。コンパクトな例

題ですが、橋台や橋脚、杭基礎と、必要な要素

が含まれており、下部工設計の流れを一通り体

験できるように、よく考えられていました。

▲実習の例題として取り上げた2径間連続コン
クリート橋の下部工

実習の内容は大きく分けて、次の4つから

なっていました。（1）各ソフトで下部工の寸

法や仕様を定義し、全体モデルを作成する→

（2）水平震度を計算し、その結果を橋台・橋

脚の設計ソフトに取り込んで応力度などを照

査する→（3）照査結果がNGになった部分の

断面寸法などを変更し、再度、震度を算出する

→（4）最終的にすべての部分がOKとなるまで

繰り返す、という流れです（画像下「実習の流

れ」参照）。

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。

最後は、設計内容を実際の構造物として施

工するために図面や3Dモデルで表現します。

自動作成された図面は、2次元汎用CAD「UC-

Draw」に読み込んで編集や出力が行えます。

また、国土交通省が推進する「i-Const-

ruction」施策に対応して、設計結果を3Dの

CIM（コンストラクション・インフォメー

ション・モデリング）として作成し、IFC形

式や3DS形式、RFC形式で書き出して、他

のCIMソフトや3次元CADソフトに読み込ん

での活用も可能です。

▲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

▲3DS形式に書き出せば「SketchUp」に読み
込んで活用することもできる

イエイリコメントと提案
BIM（ビルディング・インフォメーション・モデ

リング）やCIMの世界では、設計と応力解析が

別々のソフトで行われることが一般的で、両者

の間でデータ変換や手入力などのムダがいまだ

に多いのが現状です。

その点、「下部工基礎スイート」は、設計段階

で各ソフト間のデータ連携がしっかりできてい

るので、「データ変換のムダ」や「手入力のムダ」

がほとんどありません。また、設計結果も汎用

性の高いIFC形式などで書き出せるので、その

後のBIM/CIMソフトでの設計ワークフローにス

ムーズに載せることができます。

フォーラムエイト製品の強みは、自社での地

道な開発によって製品間のデータ連携がしっか

りとできていることにあります。その結果が、設

計の生産性向上に結びついています。

● 次号掲載予定 

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

2021年9月28日（火）

（1）まずは下部工の形状を入力する （2）震度算出プログラム
の結果を取り込む

（3）応力照査結果。OKは緑色、NG
は赤色で示される

（4）設計変更を行い、最終的にすべてOKの
緑色になれば設計完了

■実習の流れ



サポートトピックス・Shade3D

効率的な作業スペースを確保する
実践テクニック

保守・サポートサービス関連情報

近年、高解像度で低価格なモニターが多数発売され、1台のPCに
複数のモニターを接続してマルチモニター環境でShade3Dを利用さ
れているユーザーも珍しくはありません。
メインモニターでモデリング、サブモニターで各種ツールやイメージ
ウインドウを配置し、並行してペイント系ソフトウェアを起動し、表面
材質のテクスチャを用意するなど、作業スペースを確保するだけで、
より多くの情報を画面上に表示し効率的に作業を進めることができ
ます。
これら作業スペースは、モニターなどの物理的な環境を用意するだ
けではなく、Ｓｈａｄｅ3Dの設定を変更することでも大きく確保する
ことができます。今回は、作業や用途に合わせて調整もすることがで
きる実践的、かつ、効率的に作業スペースを確保することができるテ
クニックをご紹介します。

ウインドウの表示切り替え

必要なツールやウインドウを表示/非表示を切り替えたり、折
り畳んだりすることで画面を広く利用することができます。

図1　画面左右のウインドウを
　　 折り畳む

図2　ウインドウを上下に折り畳む

図3　ウインドウ内の
　　 グループを折り畳む

図4　ウインドウの境界位置を
　　 変更する

図5　ウインドウを個別に切り離す 図6　ウインドウを連結する

コントロールバーをカスタマイズ

コントロールバーをWindowsの場合は右
クリック、macOSの場合は、キーボードの
Controlキー+クリックして、表示されたメ
ニューよりアイコンを表示・非表示を切り替え
ることができます。また、コントロールバー自
体を表示させない場合は、表示メニュー>「コ
ントロールバー」より表示/非表示を切り替え
ることができます。

よく使う機能をコマンドパレットやキーボードショート
カットに割り当てる

表示メニュー>「コマンドパレット」より必要な機能を１つにまとめ
ることができます。
コメントパレットを表示し一番上の設定ボタンをクリックすると「-」

ボタンが表示されます。
「-」をクリックし表示されたポップアップメニューより機能を選択

できます。
不要なウインドウを非表示にして利用する機能のみを集約しておく

ことで、モデリング画面を広範囲に利用することができます。

図8　コマンドパレット 図9　ショートカット

また、表示メニュー>「ショートカット」より、個々の機能をキーに
登録してすばやく呼び出すことができます。
キー名称ごとのポップアップメニューをクリックして表示されたメ
ニューより機能を割り当てます。
左上の「Shift/Ctrl/Alt」（macOSの場合は「Shift/Cmd/Option/
Control」）チェックボックスをOnにして割り当てると、それぞれの
キーを同時に押して機能を呼び出せます。
※右下の「初期設定」のポップアップメニューより、ショートカット
設定の初期化や、登録したショートカットの設定ファイルを保存/
読込することで、新しいバージョンや他の環境に自身で設定した
ショートカットキーを引き継ぐことができます。
また、コマンドパレットとショートカットキーを併用して登録してお
くこと以外に、モデリング画面を右クリック（macOSの場合は、
キーボードのControlキー+クリック）することで各種ツールボック
スメニューが表示されるので状況に応じてご利用ください。

最後に

Shade3Dに関する様々なテクニックや情報を「Shade3Dナレッ
ジベース」にて公開しています。操作や表現に迷ったら、是非ご活用
ください。

■Shade3Dナレッジベースへようこそ！
https://shade3d.jp/support/search.html図7　表示/非表示の

　　 切り替え
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サポートトピックス・VR／UC-win/Road

歩行者ネットワークの応用と
歩行者信号設定

保守・サポートサービス関連情報

U＆C133号で、歩行者ネットワーク（群集移動）の基本的な設定
について説明しましたが、今回は、歩行者ネットワーク機能を利用し
た様々な表現について紹介します。また、現時点では歩行者ネット
ワークと連動しないものの、Ver.15から交差点の信号制御で歩行者
信号を車両用とは別に設定できますので、その方法も紹介します。

エレベータと待ち行列
エレベータの使用者を表現します。先に、「描画オプション」で

「歩行者ネットワーク」を画面表示するようにします。また、VR空間
でエレベータのモデルを配置して、「配置モデル編集」－「オプショ
ン」の制御対象にチェックを付けておきます。

図1　描画オプション 図2　3Dモデルの制御対象

まず、エレベータと各階の出入り口に、それぞれ歩行者ネットワーク
のパスウェイを設定します。パスウェイの「新規追加」で通過位置をク
リックして作成します。通常のパスウェイや歩行者プロファイルの設定
については、U＆C133号のサポートトピックスをご参照ください。

図3　ネットワークリンクの編集

各ノードは、「編集」で分かりやすい名称にしておきます。

図4　ネットワークの編集

各階層のかごの内部のノードを配置できたら、次の手順でノード同
士をリンクします。ネットワークのタブで、パスウェイの「新規追加」
から「エレベータ」を選択します。

図5　エレベータ 新規追加

エレベータネットワークの編
集画面が開き、「ネットワーク
ノード」に上下の階のノードを指
定します。先に制御対象として
おいたエレベータモデルを選択
し、ドアの開閉を可動設定して
いる場合は、開閉コマンドを指
定します。上下のノードがリンク
接続されると青い丸のエレベー
タマークが新たに表示されます。

エレベータの移動ができたので、待ち行列を設定します。「ネット
ワークの編集」画面のノードを選択して「編集」をクリック、または
VR空間でノードを直接クリックして、「ノードの編集」画面を開きま
す。「待ち行列」のタブで、エレベータを待つ人の行列の始点と終点
の位置をクリックして待ち行列経路を設定します。各階のノードに対
して、待ち行列を設定します。

図7　待ち行列　 図8　待ち行列経路

エレベータと待ち行列の設定後、「交通の開始」ボタンで交通流
を開始するとエレベータの使用者が表現されます。メインメニュー
「ビュー」－「ビューの追加」で他の階の様子がわかる視点の画面を
追加すると、エレベータの状況をリアルタイムで確認できます。

図6　エレベータネットワーク

図9　景観ビュー追加
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歩行者ODマトリックスの設定

歩行者の生成には、2種類のタイプがあります。1つ目は、今まで紹
介した方法で、多くの場合に使用される「標準（Normal）」タイプとな
ります。ネットワーク全体に出現させる最大人数、発生量（時間あたり
の人数）、初期人数を設定し、歩行者プロファイルの重さ（比率）を指
定できます。
そして2つ目は、「ODマトリックス」として設定するものです。ODと
は、起点（origin）から終点（destination）を意味しており、このODマ
トリックスを利用することで、各ノード間の発生と消滅を詳細に表現
することができます。

図10　歩行者の移動ルート（origin⇒destination）

図11　起点（origin）からの
　　　移動

図13　終点（destination）
　　　への移動

図12　歩行者移動
　　　の様子

手順としては必要なネットワークを作成した後、歩行者の生成で追
加を行い、タイプを「ODマトリックス」とします。この場合、表として
発生と消滅のノードの組合せを示す必要があります。図の青色が発生
側、緑色が消滅側となります。

図14　ODマトリックスネットワークの編集画面

ノード間ごとに、初期人数、最大人数、発生形態、単位時間発生人
数、単位時間、最初の発生時刻、待合室など必要な詳細情報を入力
します。

歩行者用信号の制御

Ver.15の新機能として、歩行者用灯器の3Dモデルによる信号制御
を車両用灯器とは別に設定することが可能となりました。従来は該
当する走行ルートの車両用灯器の現示に合わせた赤と青の点灯のみ
でしたが、実際の現示資料を元に、点滅させながら色の変わる設定
を個別に行うことができます。ただし、今回の機能追加では横断歩
行者の動きとは連動しておりませんのでご了承ください。平面交差点
の生成、路面テクスチャ設定、信号機モデル設置、交通コントロール
までの手順は割愛させていただき、その先の設定方法について以下
に説明します。

図16　歩行者用信号の設定

交差点の［平面交差の編集］⇒［信号フェーズ］を開き、画面右下の
［選択中の信号フェーズ］で［Pedestrian Signal］のタブをクリック、
歩行者信号点灯時間（秒）の欄を表示させます。項目の表示が隠れて
いますが、上から順に「歩行者用青信号」「歩行者用赤信号」「歩行者
用点滅青信号」「歩行者用点滅赤信号」となり、任意の秒数を設定す
る際は初期設定のチェックボックスをオフにし、時間を入力します。

図17　フェーズ1における歩行者信号点灯時間（秒）の設定

［信号フェーズ］での時間設定後、車両用信号と合わせてフェー
ズ一覧として確認が可能です。一覧の右端に表示されている「合計
（秒）」は車両用信号の合計秒数となります。

図18　フェーズ一覧

留意事項として、「歩行者用点滅青信号」が実行されるのは、「歩行
者用青信号」の終了時間から遡った時間となります。
【例】「歩行者用青信号（秒）」：78秒、「歩行者用点滅青信号

（秒）」：5秒と設定した場合、73秒経過時より点滅開始
フェーズ2についても同様に設定を行います。これで完了です。

図15　発生-消滅のリンク
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サポートトピックス・FEM／Engineer's Studio®

Ver.10に追加された「軸力変動オプション」は、軸力変動を考慮し
たＭ－φ要素が使用可能です。本稿では、軸力変動を考慮した場合
としない場合の違いを比較します。
図1に示す単柱モデル（高さ7.5m、断面寸法2m×2m）に対して、
水平方向荷重と鉛直方向荷重を同時に漸増載荷します。

図1　モデル概要

比較するモデルは下記の4つです。
・モデル「Nmin」：最小軸力（0.0kN）一定のＭ－φ特性（図2）
・モデル「Nmax」：最大軸力（30000kN）で一定のＭ－φ特性
（図3）
・モデル「Fibre」：ファイバー要素モデル（図4）
・モデル「N vary」：軸力0kNから30000kNまでの範囲に5個の
Ｍ－φ特性を考慮（図5）

図2　モデル「Nmin」のＭ－φ特性

図3　モデル「Nmax」のＭ－φ特性

図4　モデル「Fibre」のファイバー断面

図5　モデル「N vary」のＭ－φ特性

荷重変位関係の結果を図6に示します。

図6　荷重変位関係
　　（横軸は曲率、縦軸は曲げモーメント）

この結果から下記の事が考察できます。
・「Fibre」（黒線）と「N vary」（赤線）は、Nmin（紫線）とNmax
（緑線）の間で応答しています。どちらも最小軸力から最大軸
力へ軸力が増加することを考慮していることを表しています。
・4つのモデルの原点付近は重なっています。軸力変動の影響が
小さい領域では4つのモデルに違いが発生しないと言えます。
・「Fibre」（黒線）と「N vary」（赤線）の応答はほぼ一致してい
ます。ファイバー要素とＭ－φ要素はともに軸力変動を考慮で
きる要素であり、結果もほぼ一致することがわかります。

保守・サポートサービス関連情報Ｍ－φ要素の軸力変動
有りと無しの比較（静的解析）
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サポートトピックス・FEM／FEMLEEG

有限要素法のモデルでは、メッシュは節点で連続（接続）している必
要があります。今回はメッシュ生成において重要な形状チェックについ
て紹介いたします。

外形図の利用

メッシュが節点で連続（接続）しているか確認する方法として外形
図を利用します。
外形図のアルゴリズムは、隣接している要素の共通辺は描画しな
い、というものです。逆に言えば外形線以外の場所に線が表示されて
いると、そこは正しく接続されていないことになります。

外形線以外の線

正しい接続 外形図

接続が正しくない

図1　接続の違いによる外形図

これによりメッシュが正しく接続しているか確認することができます。

図2　外形図による接続確認

正しい接続の外形図

外形線以外の線
接続が正しくない
箇所がある

また、外形図描画時に以下のメッセージが表示されることがあります。

図3:外形図の警告メッセージ

このメッセージが表示された場合は、リストウィンドウに接続関係
が正しくない要素の要素番号が出力されています。

図4:外形図の警告要素リスト出力

ToolBox設定ダイアログボックスの「選択」ボタンをクリックして
表示される、番号描画選択で該当要素の番号を表示して位置を確認
したり、必要に応じて描画範囲選択で該当要素を選択しての確認・
修正を行い、外形図で警告が表示されないようにしてください。

図5　警告要素の確認例

番号描画選択による位置確認
該当要素を
描画範囲選択で抽出

最小節点間距離による確認

[情報]-[節点距離]の「最小距離」を実行することでも接続確認を
行えます。
最小距離を実行しますと、リストウィンドウに最小節点間距離（上
段）と要素内最小節点間距離（下段）を出力します。

図6　最小節点間距離出力

通常であれば両方とも非ゼロの値になるはずですが、最小節点間
距離がゼロになっている場合は、同一位置に節点が重複して存在し
ていることを示しています。マージのし忘れ等の可能性がありますが、
リンク要素の存在や、節点分離・再接合を行っている場合もゼロとな
ります。
要素内節点間距離がゼロの場合はつぶれた（縮退した）要素が存

在しています。
どちらとも、意図していない場合は、該当節点番号が出力されていま

すので、外形図の場合と同様に確認、修正を行うようにしてください。

1次元要素の回転移動で
生成した1/4円

重複節点

縮退要素

ともに0

マージにより解消

図7　最小節点間距離修正例

保守・サポートサービス関連情報

形状チェックTips
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サポートトピックス・CAD／UC-1 シリーズ 保守・サポートサービス関連情報

「深礎フレームの設計・3D配筋（部分係数法・H29道示対応）」
（以下、深礎フレーム）で荷重分担率の算出を行っておりますが、この
考え方等について多くのお問い合わせを頂いております。
そこで、今回は「斜面上の深礎基礎設計施工便覧（平成24年4月）」
（以下、深礎便覧）に掲載されている荷重分担率について、プログラム
での考え方や扱いについてご紹介いたします。
なお深礎便覧では算出方法が明確にされていません。そのため、以

下は弊社で論理的と考えられる方法で行っています。
組杭深礎基礎の設計では、各杭列を取り出して1列単位で照査を行

います。
例えば、橋軸方向に2本、橋軸直角方向に3本の杭を配置した場合
で、橋軸方向の照査を行う場合は、2本の組杭が3列できます。
この3列の杭長や地盤条件が全く同じ場合は、1列あたりの照査に
用いる荷重は、全荷重を杭列数で等分（3列の場合は3等分）した荷重
を用います。
しかし条件が異なる場合では等分にはなりませんので、それぞれの
杭列が分担する荷重を求める必要があります。
深礎便覧では、荷重分担率の算出方法として次の３つが記載されて
います。
1．立体ラーメンモデルを用いる方法
2．平面ラーメンモデルを用いる方法（面外平面ラーメンモデル）
3．平面ラーメンモデルを用いる方法（面内平面ラーメンモデル）
※深礎便覧では2、3は１つにまとめられています。
※いずれの方法も成果品として面内平面ラーメンモデルで解析を行う
ために用いる荷重分担率を算出します。

1．立体ラーメンモデルを用いる方法

深礎フレームには２種類の立体モデルを用いた荷重分担率の算出
機能があります。
（1）面外平面ラーメンモデルを用いた立体モデル（Standard版以上）
（2）面内平面ラーメンモデルを用いた立体モデル（Advanced版）
それぞれの特徴は次の通りです。

（1）面外平面ラーメンモデル
1）加力方向に同じ面外モデルが並んでいるものとする。
2）1）の条件を満たすため、加力方向の地層は水平地盤であるも
のとする（傾斜がある場合は適用不可）。

3）杭頭上に支点を設け、支点強制変位を与えて支点反力を求め
ることで荷重分担率を算定する。

4）求めた荷重分担率を成果用に使うためには、別途面内平面モ
デルを用意する必要がある。

（2）面内平面ラーメンモデル
1）面内平面ラーメンモデルを用いる（各杭列の条件はばらばらで
も可）。

2）支点強制変位を用いる方法と水平力を載荷する方法を選択で
きる。

3）荷重分担率算定モデルと成果用の解析モデルは同じものを使
える。

杭配置や地盤条件の設定など、立体モデルに使う解析モデルの作
成までは、通常の設計と同じ要領で作成します。
（1）（2）とも弊社のEngineer's Studio®ソルバーを使って解析

深礎フレームの設計・3D配筋のなぜ？　解決フォーラム

深礎基礎の荷重分担率の算出

図1　立体ラーメンモデルを用いる方法（面外） 図2　立体ラーメンモデルを用いる方法（面内）
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を行います（データのエクスポートも可）。
実際の形状に沿った杭配置で全体解析を行いますので、各杭間の
影響が正確に反映できるモデルになります。
しかしながら杭底面の条件の考え方などの不明点もあるため、改
善の余地があります。

2．平面ラーメンモデルを用いる方法（面外平面ラーメ
ンモデル、深礎便覧の図-Ⅲ.2.28（a）の方法）

1列の面外解析モデルを取り出して解析を行います。1．の（1）を平
面ラーメンモデルで行うイメージです。適用条件も同じです。
面外解析モデルで荷重分担率を算出し、別途、成果品用として面

内解析モデルのデータを用意します。
この方法は杭列によって符号が異なる結果が出る場合があり、そ
の場合には荷重分担率を算定できません。
荷重分担率算出用のデータ設定などは手作業で行います。
手順については製品のヘルプの「Ｑ＆Ａ　Ｑ１－１１」をご参考くだ
さい。

3．平面ラーメンモデルを用いる方法（面内平面ラーメ
ンモデル、深礎便覧の図-Ⅲ.2.28（b）の方法

面内解析モデルの各杭列ごとに、柱基部位置に単位水平荷重を
載荷して柱基部位置の水平変位を求めます。
各杭列の水平変位の逆数を、水平変位の逆数の全杭列分の合計

で割ったものが、荷重分担率になります。
この方法のメリットは、荷重分担率算出に用いた解析モデルを、そ
のまま成果品のモデルとすることができる点と、必ず荷重分担率を算
出することができる点です。
この方法を使う場合は、杭自重・底版自重を0とするために単位重

量を0とする、ばねが外れないようにスイッチの変更を行うなど、いく
つかの設定の変更が必要になります。
また、計算した結果を抽出し、荷重分担率を算定し、各荷重ケース
に入力する－という操作を各杭列に対して行う必要があります。
「深礎フレームの設計・3D配筋（部分係数法・H29道示対応）」

Ver.3で、この手順を自動で行う機能に対応しました（Advanced版）。
手順は次の通りです。

1）各杭列の地盤条件や骨組みを設定した後、[荷重分担率]メニュ－
の「全杭列データモデル（平面骨組み-面内）」を選択します。

2）荷重分担率算定実行画面を表示します（図3）。

図3　平面ラーメンモデルを用いる方法の[荷重分担率]画面

3）「計算実行」ボタンを押します。
4）ばね値の確認ボタンが杭列数回表示された後、計算が実行され
計算結果画面を表示します（図4）。

図4　[分担率計算結果]画面

求めた荷重分担率を荷重ケースに取り込むには、計算結果画面に
ある「荷重分担率のコピー」ボタンを使います（図5）。

図5　[荷重分担率のコピー]画面

この画面で、求めた荷重分担率をコピーする荷重ケースを指定する
ことができます。
「最小分担率を考慮する」にチェックを入れておくと、（杭列数分

の1）と比較して大きい方が採用されます（杭列数が3列の場合です
と、0.3333と比較します）。
取り込んだ後は、そのまま成果品の設計を行うことができます
（図6）。

図6　荷重ケースにコピーされた荷重分担率
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サポートトピックス・製品全般
保守・サポートサービス関連情報

マイクロソフト社のウェブブラウザ「Microsoft Edge」を使用し
てファイルをダウンロードしようとすると「デバイスに問題を起こす
可能性がある」という内容のメッセージが表示されることがあります
（図1）。

図1　ダウンロード時に表示される警告

これは「Microsoft Edge」を使ってネットを閲覧する際に安全性
を確保するよう「Microsoft Defender SmartScreen」という機能
が発する警告です（「Microsoft Defender SmartScreen」につい
て、詳しくはマイクロソフト社のウェブサイトで「SmartScreen はど
のような機能で、どのようにユーザーを保護するのでしょうか？」を
ご覧ください）。
ここでは本警告が表示されたときにファイルを保存する手順をご
説明します。
※フォーラムエイトでは安全であることを確認した上でファイルをご
提供しております。他のウェブサイトにつきましては、ご自身で発行
元などを十分に確認され、ファイルダウンロードの可否をご判断い
ただきますようお願いいたします。

ファイル保存の手順

1.図1の警告にある「…」（ごみ箱アイコンの横）をクリックして表
示される「保存」をクリックします。

図2　「保存」をクリック

2.「詳細表示」をクリック
します。

3.「保持する」をクリック
します。

4.フォルダアイコンをクリックします。

図5　フォルダアイコンをクリック

5.表示されるフォルダ内にファイルが保存されていることをお確か
めください。

図6　ファイルが保存されたフォルダ

製品全般のなぜ？　解決フォーラム

ファイルダウンロード時に
警告が表示されたときの操作

図3　「詳細表示」をクリック

図4　「保持する」をクリック
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セミナー・フェア開催レポート

下水道展は、地方公共団体や下水道事業

関係者に下水道に関する最新技術・機器を

展示、紹介する場です。サイエンスデイと同

様、昨年は新型コロナウイルスの影響により

開催が中止されましたが、今年はオンライン

との同時開催で開催されました。オンライン

会場では、会場内をウォークスルーできる

バーチャルツアーをはじめブース内展示やオ

ンラインビデオツールでのコンタクトの場が

設けられ、九州など遠方の自治体様からなど

のアクセスがありました。会期中はリアル会

場の約1万2千人に対し、オンラインでは97

万5千のPVがあり、オンラインの活用の場が

広がっていることを実感できます。フォーラ

ムエイトではF8VPS（フォーラムエイト バー

チャルプラットフォームシステム）として、

バーチャル空間を活用できる汎用的なシス

テムを案内しており、バーチャルショールー

ム、バーチャルオフィスなど様々なシーンで

活用されています。今回は、８つの出展ゾーン

のうち、建設（土木・建築）ゾーンに出展し、

F8VPSの他、下水道関連のUC-1土木設計ソ

フト、地盤や構造物のFEM解析ソフトをはじ

め、3DVRソフトUC-win/Roadを中心にVR

デジタルプラットフォーム上に構築した3Dハ

ザードマップ、土石流シミュレーション、管路

網シミュレーションなどの応用技術を紹介し

ています。下水道展の直前に西日本を中心と

する記録的な豪雨が降り続き、浸水氾濫の

ほか多くの箇所で土砂災害などに見舞われ、

7月には熱海でも大規模な土砂災害がありま

した。このこともあって、浸水氾濫解析結果

を３次元で確認できる3DVRハザードマップ

や、熱海の土石流のシミュレーション結果な

どが注目を集め、3DVRの活用のほか、斜面

の安定計算や地盤FEMソフトなどによる解

析や対策工の検討に関心を持って頂いてい

ます。今後も、防災、減災につながるDX技術

で貢献していきたいと思います。

フォーラムエイトのブース

■「下水道展’21大阪」 Beyond ーみらいを変える！みらいが変わる！ー
●日時：2021年8月17日～8月20日　●会場：インテックス大阪 ＆ オンライン　●主催：公益社団法人日本下水道協会

新型コロナウイルスの状況が予断を許さない中、展示会のリアル開催では万全の対策を行った上で、リアル・オンラインとも様々な形態で展示会が開催
されています。

2021年7月～2021年8月開催 国内イベント

DX時代の下水道ソリューション ～VRデジタルプラットフォーム

土木・建築・測量系

学都「仙台・宮城」サイエンス・デイは、

「科学のプロセスを五感で感じられる日」

をコンセプトに2007年から毎年開催してい

る体験型・対話型の科学イベントです。昨年

は、新型コロナウイルスの感染拡大状況を受

け、開催が中止されましたが、今年は完全オ

ンライン開催で実施されました。フォーラム

エイトは、7/18のメインイベントで講座プロ

グラム【バーチャルな3次元空間を作ろう】を

1日3回実施しました。開催にはSpatial Chat

（スペイシャル・チャット）を用いており、仮

想教室で講師と参加者が自分の作品を見せ

合いながら講座を進めることができ、仮想で

ありながらも、あたかも一堂に会しての体験

セミナーを進めることができます。今回は小

学1年生から５年生のみなさんが参加、豊か

な発想で思い思いのアイディアを楽しみなが

ら3DVR作品を作成して頂きました。フォー

ラムエイトでは同様なセミナーとして「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」「ゲームプログラミング

PC使用パソコン塾」などのジュニア向けセミ

ナーも開催しておりますので、ぜひお問い合

わせ下さい。

■学都「仙台・宮城」サイエンスデイ2021
　●2021年7月18日　●会場：オンライン　●主催：特定非営利活動法人 natural science

子供向け

ジュニア向けVR体験イベントをオンラインで

‐ONLINE‐

Spatial Chatを用いた仮想教室

VR作品を作成する参加者
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第12回VRサマー・ワークショップの様子を

レポートします。第1回目より世界のいろいろ

な都市で開催してきましたが、いまだに収束

しないコロナ禍のため、2年連続でのオンラ

インによるリモート、バーチャル会議となり

ました。

本イベントは、World16という世界のさま

ざまな国・地域から選抜された学術専門家

（大学教授・研究者）と企業（フォーラムエ

イト）で実務に携わっている開発者が、未来

のイノベーションを開拓するような技術を提

案し、実際にプロトタイプ開発を行うワーク

ショップです。World16メンバーは、VRを利

用した都市モデルの可視化・シミュレーショ

ンの研究開発を主に行っており、サマー・

ワークショップでは、共通のプラットフォー

ム（フォーラムエイト社UC-win/Road）を用

いることで、知識共有・共同開発を促進して

います。過去には、World16メンバーの活動

拠点を中心に、アメリカ・アリゾナ州立大学

（2008）、日本・箱根（2009）、アメリカ・カ

ルフォルニア大学サンタバーバラ校（2010）、

イタリア・ピサ大学（2011）、アメリカ・ハワイ

（2014）、ギリシャ・テッサロニキ（2015）、

日本・大阪大学（2016）、アメリカ・MIT

（2017）、ニュージーランド・ビクトリア大学

（2018）、フランス・パリ（2019）で開催して

きました。

世界中でリモートワークが急激な勢いで広

がっている現在、VR技術がより一般的に利

用される未来が近づいてきていると思いま

す。今回のワークショップでも、VR都市モデ

ルのクラウド環境下での利用がいくつか議論

されており、注目していきたいと思います。

国際VRシンポジウム
第12回　VRサマー・ワークショップ Online
●日時：2021年7月5日～8日

▲ 時差マップ：毎日日本時間の午前（緑枠）と午後（青枠）にワークショップが行われた
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事前ミーティング
リモートで行う国際イベントの最大も問題

は、時差によるスケジューリングの難しさに

あります。昨年の経験から、ワークショップな

どのリモート共同作業は事前打ち合わせが

非常に重要だと認識しています。よってワー

クショップの一か月前より、各World16のメ

ンバーと会議を行い、プロジェクトの概要と

48時間でできるターゲット作業範囲（スコー

プ）を話し合っておきました。フォーラムエイ

ト開発長とも相談し、各プロジェクトにどの

ような開発者を割り当ててチームを作ってい

くかを前もって計画しておくようにお願いし

ました。実際のワークショップでは、より自由

時間を増やすことで、時間的プレッシャーを

少なくするように努めました。

DAY1　オープニング
Day1のオープニングセッション（日本時間

7月4日正午開始）は、フォーラムエイト・伊藤

裕二社長による開会の挨拶からはじまり、同

社開発部マネージャーのヨアン・ペンクレア

シュ氏によるUC-win/Roadのアップデート

情報と前年度開発事例の発表がありました。

特にF8VPS（FORUM8バーチャルプラット

フォームシステム）とよばれる統合型のクラ

ウドサービスは、これから注目する技術だと

思います。また、UC-win/Roadにおいてス

ケジューリング調整が容易にできるインター

フェイス提供や、Microsoft社のプログラミン

グ環境ソフトVisual Studioを利用したC++

開発が可能となった点が大きいと感じまし

た。その後、フォーラムエイト奨励賞社員に

よる成果発表を行いました。

オープニングセッションの後、World16の

各メンバーによるプロジェクト提案とそのプ

レゼンテーションを行いました。事前ミー

ティングの時に議論した内容からすこし調整

されていたものが提案されているので、チー

ム編成なども比較的スムーズに行えたと思

います。時差の関係上、米国東海岸のメン

バーだけは、Day2朝9時からの発表となり

ました。

DAY2-3　ワークショップ
Day1オープニングとDay4の成果発表は

ZOOMというオンライン会議ツールを去年と

同様に利用しました。一方、ワークショップで

は、前回と同様に、スラック<slack.com>とい

うチャットシステムを利用しました。プロジェ

クト毎に、チャンネルを作りその中でメッセー

ジやファイルのやり取りと行うので、多くのプ

ロジェクトが別々に動くような場合には、管理

しやすいのが特徴です。スラックとは別に、開

発の合間、ちょっとしたおしゃべりをしたい時

のためにGather.Town<https://gather.town/>

というサービスを準備しておきました。レトロ

な２Dゲーム風のインターフェイス上で、参加者

内でもいくつかのグループごとに会話ができる

ため、個別会議（井戸端会議も含め）が可能と

なります。２Dゲームのダンジョンのような別

部屋をつくる機能もあります。写真部屋に集合

して、参加者の記念撮影を行いました。

DAY4　成果発表
48時間のワークショップを経て、最終日7月

8日午後1時より、全メンバーの発表になりま

した。以下各プロジェクトの要約と、私個人的

▲ 参加者はGather.Town上でコミュニケーションを取った
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な感想を含めレビューをしています。

バージニア工科大学のトーマス・タッカー

教授は、VR空間と実空間をシームレスに操

作するインターフェイスの開発をここ数年研

究課題としています。VR空間と同じオブジェ

クトを３Dプリントや電子工作などのデジタル

ファブリケーション技術で作成し、VR空間に

存在するモデルの属性（色やテクスチャ）を

切り替えたり、匂いをリアルタイムに発生させ

ることで、VRの可能性を広げようとしていま

す。今回はVR-Next®というフォーラムエイト

社の新しいツールを用いてglTF形式データの

検証を行っています。

▲ トーマス・タッカー氏（バージニア工科大学）
  SCENT +VR

バージニア工科大学のドンソー・チョイ氏

は、遺跡調査プロジェクトの点群データ収集

解析を行っており、時系列の４D点群データ

ツール開発に興味があります。今回は、点群

データから距離、面積、体積などの計測ツー

ル開発の提案をしています。インターフェイス

開発にはもう少し時間が必要だったので、点

群データの４D連携のテストを行い問題点の

指摘や最適化への提案をしています。

大阪大学の福田知弘教授は、実際のツー

ル開発というよりは、現在利用されているオ

ンラインVR環境や製品のレビューを行い、

これからの開発ロードマップをまとめる作業

を行いました。特に重点をおいていた３D点

群データのリアルタイム共有は、実現できれ

ば長年の研究のConcurrent Collaboration 

Designへ大きな貢献となりそうです。また

フォーラムエイトのF8VPSへの要求点もまと

めています。 個人的には多くの人間が同時参

加するようなVR空間では、ダイレクトに３D

空間にスケッチできるような機能があれば助

かると思っています。

▲ 福田 知弘 氏（大阪大学大学院）
  VR Online Platform　Towards More 
  Realistic Online Meeting

イスラエル・シェンカー大学のレベッカ・

ヴィタル教授は、ライティング・シミュレー

ションのためのIESファイルインポート機能

の提案を行いました。建築学科の教授らし

く、室外ライトの種類によって夜間照明がど

のように変わるかをインターラクティヴに検

証できるツールを開発し、発表時にデモを

行っています。道路照明計画などの提案時に

利用できるような製品ツールになることを期

待できるプロジェクトです。

▲ レベッカ・ヴィタル 氏（シェンカー大学）
  Integrating Street/Road Lighting tools into 
  UC-win/Road

中国・同済大学のコスタス・テルジディス教

授は、同大学で実施しているキッズAIという

教育プログラムの一環として、小学生へのプ

ログラミング学習とAI技術を通してのモノづ

くり教育の提案をしました。具体的には、UC-

win/Road内で簡単なスクリプト言語でミニ

ゲーム迷路をランダム生成するツールを開発

しました。子供達が継続的に熱中するような

アウトプットにできるかという運用面での難

しさを含んでいますが、とてもチャレンジング

なプロジェクトだと思います。

中国ハルビン大学のスカイ・ロー教授は、

去年から引き続き卓上で利用する建築模型

▲ ドンソー・チョイ氏（バージニア工科大学）
  Volumetric & Surface Calculation　Using 
  Point Cloud in UC-win/Road

▲ コスタス・テルジディス 氏（同済大学）
  Kids AID
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と、AR・VR・MRの技術を統合したシステム

開発を行っています。今回はフォーラムエイト

の新規開発したVisual Studio用のテンプレー

トを通してUC-win/Roadと他のコントロール

やカメラ機材とのシステム統合にチャレンジ

しました。今後多くのツールとの連携、クラウ

ドを通してのリアルタイムシステム構築など

が実現できると期待しています。

▲ スカイ・ロー 氏（ハルビン大学）
　 Interractive Reality for UC-win/Road

ニュージーランド・ビクトリア大学のマー

ク・アウエル教授は、ユーザが視線コントロー

ルだけを使って、複雑なデザイン行為を実現

できるためのインターフェイス開発の提案を

しています。あたらしいコンセプトではないけ

れど、まだ実現されていないことからもわか

るように、安定した入力システムにするには多

くの試行錯誤と微調整が必要なようです。視

線だけでは対応しきれないために音声や手な

どの補助も必要になるかもしれません。

▲ マーク・アウエル 氏（ヴィクトリア大学）　　   
　　 EVES

英国ロバート・ゴードン大学のアマル・ベナ

ルジ教授は、建築の消費エネルギー軽減が

研究課題です。今回はUC-win/Roadの新規

４D機能を使い、住宅のローエナジー化のた

めの工事施工プロセスをVR可視化しました。

彼の大学授業でも利用できるような学習ツー

ル開発をこれから行っていくようです。以前よ

り開発している点群データとの連携ができる

と、実物の点群データ上に施工プロセスをリ

アルタイムで編集・表示することが可能にな

りそうです。

▲ アマル・ベナルジ 氏（ロバートゴードン大学）
　 Japan-UK　collaboration resarch projact
Augmented reality in Buildings Energy Improv

カルフォルニア大学サンタバーバラ校のマ

ルコス・ノバック教授は、マルチメディア芸術

系の研究を行っており、ベネチア・ビエンナー

レでも現実と情報をいろいろなVR・MR技

術を駆使して表現する方法を探しています。

今回のワークショップではフォーラムエイト

の新規ツールVR-NEXTをテストするととも

に、複数のコンピュータ、プロジェクター、ラ

イティング装置、サウンドシステムなどを同時

にリアルタイムで連携するようなメディアサー

バーの開発を提案しています。またハードや

ソフトに依存されないように、クラウド環境

でそれらをコントロールできるようなことも

期待しており、そのための製品ツールなども

紹介しています。

ニュージャージー工科大学の楢原太郎教

授は、ここ数年携わっている人工知能研究の

ために必要な学習データをより多くのユーザ

から収集するためのツール開発を提案しまし

た。具体的には、都市や建物において、ユー

ザが興味のある位置情報（立っている場所と

見ている場所）を記録するツールと、記録さ

れた場所の頻度をヒートマップ画像として生

成する機能を開発しました。将来クラウド環

境を利用することで、人工知能のための学習

データができあがり、都市の再開発や問題点

指摘に利用可能となりそうです。

▲ 楢原 太郎 氏（ニュージャージー工科大学）
　 Thumbs Up Rating System for City-scale 
　 VR Models

イタリア・ピサ大学のパオロ・フィアマ教授

は、BIM利用による建設工学を研究課題にし

ており、今回は地下設備（とくにパイプ）の簡

▲ マルコス・ノバック 氏（カリフォルニア大学）
　 Media Field Navigation and VR-NEXT
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セミナーレポート

易作成ツールと管理システムの提案をしまし

た。地下にあるパイプのデータ管理は、掘っ

てみるまでわからないという問題がありま

す。現場で調整変更しているケースが多いの

で、図面やデータベースに加え、簡易的にで

もVRデータや変更データなどがすぐにアッ

プデートできるようなツールが必要です。現

在のUC-win/Roadのトンネル連結機能を

アップグレードして、パイプ生成までサポー

トできれば非常に有益なツールになると感

じました。

総括
コロナ禍でリモートワークへの移行が推進

される今日、クラウド環境や人工知能などの

技術がより手軽に利用できることが求めら

れています。とくに建設・土木分野において

は、大学等の研究機関、産業を担っている企

業、そして地域の行政機関との連携作業がス

ムーズに行われるような環境、そしてサービ

ス・ツールの開発が急務だと感じております。

今回のワークショップで提案されプロトタイ

プ開発されたプロジェクトは、引き続き開発

を継続していく予定です。11月に開催される

デザインフェスティバルのVRシンポジウム内

にてその成果を発表予定しておりますので、

是非ご参加ください。

フォーラムエイトが協力する一般財団法人 

最先端表現技術利用推進協会（表技協）で

も、クラウドと人工知能関連の検定試験を予

定しております。基本的な知識と技術の講習

会ですので、興味のある方は、当協会にご連

絡いただければ幸いです。

おまけ
毎回ワークショップの開催地にちなんだ

ポスターを作成しています。今回は2回目の

リモート開催ということで、未来のリモート

ワークをイメージしたものを作成しました。

フォーラムエイト開発者の時間帯に合わせ

て行うために、私の地域（米国アリゾナ州）

では常に夜からの開催となります。よってア

リゾナの大自然の中でキャンプをしながらリ

モートワークできるような未来を期待したも

のを３DCGで作成しました。VRやARなどの

技術が進歩した先には、キャンプ場の空間イ

ンターフェイスを操作しながら作業ができた

らという思いを込めました。最終日には、朝

日が昇ってくる別のイメージを作成しておき

ました。「コロナ禍の状況が改善して、明るい

未来が来てほしい」という思いです。

（執筆：小林 佳弘）

▲ サマーワークショップ　ポスター画像
▲ パオロ・フィアマ 氏（ピサ大学）
　 To model deep　work in progress

VRの活用提案を発表・議論して
きた国際VRシンポジウム。先進
的な研究・開発、World16とフォー
ラムエイトの連携によって実現さ
れるパッケージ製品展開につい
ての成果発表が、デザインフェス
ティバルDAY2にて開催されます。



DX時代の生産性向上、経営革新につながる
ソフトウェアとデジタルツインを提案します !
DX時代の生産性向上、経営革新につながる
ソフトウェアとデジタルツインを提案します !

15th FORUM8 DESIGN
FESTIVAL 2021

EVE 11/16 Tue11/17Wed  11/19Fri

11.19FRI
10:10-11:10

ONLINE

Audrey Tang

「DX時代のインフラ強靱化、防災ITの推進」をテーマの一つとして、B3W
「より良い世界再建」構想の推進におけるIT、DXの貢献等について、パ
ネリストを迎え、質疑応答形式の講演を行います。

専門家をパネリストに招聘し、
質疑応答形式で講演を実施！

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）
前監督 特別講演

大宮アルディージャ初代監督や女子サッ
カー代表監督を始め、数々のフロント業
務に携わる中で、個性を束ねあげながら１
つの目標に向かってチームをまとめた手
法や実際の体験談などをご紹介します。

11.18THU
13:20-14:00
REAL+ONLINE

能登ひばスピーカー

第4回 羽倉賞

北陸最先端音響工学研究所
推薦：最先端表現技術利用推進協会

11.18THU
14:00-14:30
REAL+ONLINE

The 20th
3DVR Simulation Contest

The 8th
National Resilience Design Award

2021年
10月15日
作品応募締切

第8回ナショナル・レジリエンス・デザインアワード

第20回 3D・VRシミュレーションコンテスト オン・クラウド

11.18THU
10:30-12:00
REAL+ONLINE

11.17WED
10:00-15:30
REAL+ONLINE

道路設計、車輌開発、ITS、ADAS・自動運転などの高度研究開発で幅
広く活用されているUC-win/Roadの最新機能やシステム開発事例を紹
介します。第6回を迎える今回は、国内外の最新動向や課題・展望につ
いて講演いただきます。

詳しくは同封の
案内状をご覧ください

詳しくは同封の
案内状をご覧ください
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イベントプレビュー

EVENT
PREVIEW 出展イベントのご案内

●出展情報：https://seminar.forum8.co.jp/

※新型コロナウイルス感染症予防対策に伴い、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にて順次公開いたしますのでご確認ください。

第7回 鉄道技術展
開催日 2021年 11月24日（水）～26日（金）

会　場 幕張メッセ　5・6・7・8ホール

主　催 産経新聞社

U R L http://www.mtij.jp/

概　要 鉄道・交通システム他あらゆる鉄道分野の技術の総合見本市

出展内容 UC-win/Road 鉄道VRシステム開発、鉄道シミュレータ、組込開発、
F8VPS、スイート千鳥エンジン 他

第4回 名古屋オートモーティブワールド
開催日 2021年 10月27日（水）～29日（金）

会　場 ポートメッセなごや

主　催 RX Japan株式会社

U R L https://www.automotiveworld-nagoya.jp/

概　要 自動車業界における先端テーマの最新技術が一堂に出展

出展内容 UC-win/Road、安全運転シミュレータ、Shade3D、AUTOSAR／組込開発
サービス、ADAS・自動運転・AI関連ソリューション、ARシステム 他

■…国内イベント　　■…海外イベント

ハイウェイテクノフェア2021
開催日 2021年 10月6日（水）～7日（木）

会　場 東京ビッグサイト 西３・４ホール、屋上展示場

主　催 公益財団法人 高速道路調査会

U R L https://www.express-highway.or.jp/

概　要 道路建設管理の最先端技術・工法の情報発信収集

出展内容 UC-win/Road、国土強靭化ソリューション、IM&VRソリューション、Shade3D、
安全運転シミュレータ、ADAS・自動運転・AI関連ソリューション、F8VPS

先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2021
開催日 2021年 11月24日（水）～25日（木）

会　場 グランメッセ熊本

主　催 先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2021開催委員会

U R L https://www.s-kumamoto.jp/

概　要 先進建設技術分野・防災・減災・BCP分野の技術とサービス

出展内容 UC-win/Road、国土強靭化ソリューション、IM&VRソリューション、3DVR
による重機の遠隔操縦システム、除雪シミュレータ、F8VPS

建設技術展 2021 関東
開催日 2021年 11月25日（木）～26日（金）

会　場 サンシャインシティ展示ホールC+D

主　催 日刊建設工業新聞社

U R L https://www.decn.co.jp/kengi2021/

概　要 見せる、魅せる。匠のWAZA

出展内容 UC-win/Road、国土強靭化ソリューション、IM&VRソリューション、3DVR
による重機の遠隔操縦システム、除雪シミュレータ、F8VPS

SIGGRAPH Asia 2021
開催日 2021年 12月14日（火）～17日（金）

会　場 東京国際フォーラム

主　催 ACM

U R L https://sa2020.siggraph.org/en/about-us/siggraph-asia-2021

概　要 世界最大のコンピューターグラフィックスのカンファレンス

出展内容 Shade3D、スイート千鳥エンジン®、UC-win/Road、F8VPS
ARソリューション、各種シミュレータ　他

オートモーティブワールド2022　自動運転EXPO
開催日 2022年 1月19日（水）～21日（金）

会　場 東京ビッグサイト

主　催 RX Japan株式会社(旧社名: リードエグジビションジャパン)

U R L https://www.autonomous-drive.jp/

概　要 自動車業界における先端テーマの最新技術が一堂に出展

出展内容 UC-win/Road、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

イベント概要
開  催  日：2021 年 10 月 10 日（日）・11日（月）
会　　場：ハイブリッド（弊社東京本社ショールーム／オンライン）
費　　用：無償
内　　容 ：フォーラムエイトでは「デジタルの日」の趣旨に賛同し、

　 「交通安全をデジタルで実現する！」をテーマにハイブ
　 リッドによる展示・体験（バーチャルツアー：F8VPS
　 《フォーラムエイトバーチャルプラットフォームシステ
　 ム》）を開催します。

リアル展示 ＜10 月 10 日 ( 日 ) 14:00 ～ 17:00 開催＞

オンライン展示 ＜10 月 10 日 ( 日 ) ～ 11 日 ( 月 ) 開催＞

フォーラムエイト東京本社ショー
ルームでは、ドライブシミュレー
タで車の運転を行い交通安全への
意識を高めていただく体験を提供
いたします。

オンライン展示では、F8VPS
《フォーラムエイトバーチャルプ
ラットフォームシステム》を活用
し、各種ドライブシミュレータや
シミュレーションをバーチャルで
体験いただけます。

後援：港区 KISS ポート財団
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けんせつフェア北陸 in新潟2021
開催日 2021年 10月20日（水）～21日（木）

会　場 新潟市産業振興センター

主　催 「けんせつフェア北陸in 新潟2021」実行委員会

U R L https://www.hrr.mlit.go.jp/hokugi/mijika/tecbox/938/

概　要 建設技術者の技術の研鑽・高揚並びに技術情報の交流

出展内容 UC-win/Road、国土強靭化ソリューション、IM&VRソリューション、3DVR
による重機の遠隔操縦システム、除雪シミュレータ、F8VPS

みて、ふれて、知る新技術・新工法

けんせつフェア北陸 in 新潟 2021
インフラＤＸが未来を変える
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SEMINARSEMINAR INVITATIONINVITATIONフェア・セミナー情報

体
験
セ
ミ
ナ
ー

VR Simulation/CG
セミナー名 日程 会場

交通解析・VRシミュレーション体験セミナー １０月１２日（火） 各会場/オンライン

Arcbazar・環境アセスVRセミナー １０月１５日（金） 各会場/オンライン

UAVプラグイン・VR体験セミナー １１月 ４日（木） 大阪/オンライン

UC-win/Road・エキスパート・
トレーニングセミナー

１１月１５日（月）～
１１月１６日（火） 東京/オンライン

DesignBuilder体験セミナー １２月 ７日（火） 東京/オンライン

EXODUS・SMARTFIRE体験セミナー １２月 ９日（木） 各会場/オンライン

VRまちづくりシステム体験セミナー １２月１７日（金） 東京/オンライン

FEM Analysis/BIM/CIM
セミナー名 日程 会場

LibreOffi ce体験セミナー １０月１３日（水） 各会場/オンライン

地すべり対策ソリューション体験セミナー １０月２７日（水） 各会場/オンライン

スイート積算体験セミナー １１月２５日（木） 各会場/オンライン

スイート建設会計体験セミナー １２月 ２日（木） 各会場/オンライン

2D・3D 浸透流解析体験セミナー １２月１６日（木） 各会場/オンライン

CAD Design/SaaS
セミナー名 日程 会場

砂防堰堤の設計・3DCAD体験セミナー １０月  ６日（水） 各会場/オンライン

橋梁長寿命化・維持管理体験セミナー １０月  ７日（木） 各会場/オンライン

大型土のう／補強土壁の設計体験セミナー １０月１９日（火） 各会場/オンライン

上水道・水道管体験セミナー １０月２２日（金） 各会場/オンライン

下水道耐震設計体験セミナー １１月２４日（水） 各会場/オンライン

建築基礎、地下車庫の設計体験セミナー １２月１０日（金） 各会場/オンライン

スイート法人会計体験セミナー １２月２１日（火） 各会場/オンライン

会場＋オンラインのハイブリッド開催実施中！

　　各会場：WEB会議システムにて全国の下記会場で同時開催。
　　　　　　東京･大阪･名古屋･福岡・仙台・札幌・ 金沢・岩手・宮崎・沖縄

オンライン：国内であればインターネットを通して参加可能。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います。

※緊急事態宣言に伴い、対象地域での会場開催を中止し、オンラインのみとす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。

有
償
セ
ミ
ナ
ー

VR Simulation/CG
セミナー名 日程 会場

ブロックUIプログラミングツールを活用した
Shade3Dプログラミングセミナー

１０月 ５日（火） 各会場/オンライン

UC-win/Road・VRセミナー １０月２１日（木） 札幌/オンライン

バーチャルリアリティによる
道路設計セミナー※2 １１月 ２日（火） 東京/オンライン

UC-win/Road Advanced・VRセミナー １２月 ８日（水） 名古屋/オンライン

FEM Analysis/BIM/CIM
セミナー名 日程 会場

構造解析入門セミナー※1 １０月２０日（水） 各会場/オンライン

弾塑性地盤解析セミナー（2D/3D）※３ １２月１４日（火） 各会場/オンライン

Engineer's Studio®活用セミナー １２月２２日（水） 各会場/オンライン

CAD Design/SaaS
セミナー名 日程 会場

斜面の安定計算セミナー※３ １０月 １日（金） 各会場/オンライン

配水池・揚排水機場の設計セミナー １０月 ８日（金） 各会場/オンライン

擁壁の設計・3D配筋セミナー １０月 ２６日（火） 各会場/オンライン

橋台の設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応）セミナー

１０月 ２８日（木） 各会場/オンライン

BOXカルバートの設計・3D配筋セミナー １１月 ５日（金） 各会場/オンライン

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

１１月 ２６日（金） 各会場/オンライン

柔構造樋門の設計・3D配筋セミナー １２月 １日（水） 各会場/オンライン

基礎の設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応）セミナー

１２月 ３日（金） 各会場/オンライン

設計エンジニアをはじめ、ソフトの利用者を対象とした講習会として2001年8月にスタートしました。本セミナーは、実際にPCを操作して
ソフトウェアを使用することを基本としており、小人数で実践的な内容となっています。VR、解析、CADなどのソフトウェアツールの活用をお
考えの皆様にとって重要なリテラシを確保できるセミナーとして、今後もさらなるご利用をお待ち申し上げます。

参加申し込みフォーム、電子メールまたは、最寄りの営業窓口まで
お願いします。お申し込み後、会場地図と受講票をお送りします。

海
外

【英語】会場：オンラインセミナー　時間：9:00～12:00（日本時間）
セミナー名 日程

Shade3D １０月２２日（金）

【中国語】会場：上海/青島/台北　時間：13:30～16:30（日本時間）
セミナー名 日程

UC-win/Road・VR １０月 ５日（火）

Shade3D １０月１４日（木）

UC-win/Road　ドライブ・シミュレータ １０月２８日（木）

Engineer's Studio® １１月 ４日（木）

DesignBuilder １１月２５日（木）

交通解析・VRシミュレーション １２月 ３日（金）

UC-win/Road Advanced・VR
１２月 ８日（水） 上海/青島/

オンライン

１２月 ９日（木） 台北/
オンライン

【ベトナム語】会場：FORUM8 Vietnam LLC（ベトナム語）
セミナー名 日程

Engineer's Studio® １１月 ５日（金）

UC-win/Road ドライブ・シミュレータ １１月２４日（水）

地盤解析シリーズ １２月１７日（金）

【URL】 https://seminar.forum8.co.jp/index.html?popup=web
【E-mail】 forum8@forum8.co.jp
【営業窓口】 0120-1888-58  （東京本社）

※２ 一般社団法人 交通工学研究会 認定

申込方法

時　間：9:30～16:30（セミナーにより終了時間が異なる場合がございます。）
受講料：￥19,800（会場・インタラクティブ）￥9,900（ライブ）
　受講費には昼食（昼食券）、資料代が含まれています（会場で受講の場合）

有償セミナー

ＦＰＢポイント利用可能 詳細はこちら

▲

時　間：13:30～16:30（PC利用実習形式で実施しています。）

体験セミナー

※３ 公益社団法人 地盤工学会 認定

※１ 受講料： ・各会場：￥9,900　・オンラインセミナーインタラクティブ：￥9,900



高村正彦の政治外交講座

知られざる日本の外交力
高村先生は「外交関係」を「万有引

力」のようなものとおっしゃったのですが、日本の
引力は米国以外の各国に対してはどれくらいの
ものだとお考えですか？

例えば、これからの日米同盟をさらに堅
固にしていかなければならないという時、日本に
どういう武器があるのかというと、過去にASEAN
（東南アジア諸国連合）の国々に対して陰徳
を積んできているのです。だからASEANの国々
は日本に良い感情を持っていますよ。

はい、豪シンクタンクのローウィ―研
究所（Lowy Institute）が最近発表したアジア
パワー指数（Asia Power Index）によると、パ
ワーランキングでは米国、中国、日本の順なの
に、アジアにおける外交力（「外交面での影響
力」）では日本が1位の中国と僅差の2位に挙

新たなフェーズの日米連携への期待、
これからの交通やインフラ整備とDXの可能性（後編）
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連載  第５回

高村正彦氏 プロフィール
前自由民主党副総裁／弁護士。1942年生まれ。山口県出身。中央大学
法学部を卒業後、1968年に弁護士登録。1980年の衆議院選挙で初当選
し、経済企画庁長官や外務大臣、法務大臣、防衛大臣などの要職を歴任。
平和安全法制や憲法改正などの党内議論を主導した政策通としても知られ
る。2012年に自民党副総裁に就任し、2018年に退任するまでの通算在職
日数は歴代1位を誇る。現在は自民党憲法改正推進本部最高顧問など。

パックン プロフィール
本名 パトリック・ハーラン : Patrick Harlan
タレント／東京工業大学非常勤講師。1970年生まれ。米国コロラド州出
身。ハーバード大学比較宗教学部を卒業後、来日。福井県での英会話講師
やアマチュア劇団の活動を経て上京。1997年に吉田眞（マックン）とお笑い
コンビ「パックンマックン」を結成し、芸能界デビュー。以来、漫才をはじめとす
る広範なエンターテインメントやジャーナリズム、アカデミアの分野で活躍中。

　前自由民主党副総裁・高村正彦さんの特別

顧問就任を機に、フォーラムエイトでは氏へ

の連続インタビューを実施。「Up & Coming」

2020年秋の号（131号）から「高村正彦の政治

外交講座」を連載中です。一方、近年は連日

のように当社CMに登場、毎年秋に開催する

デザインフェスティバルではプレゼンターも

務めるなど、すっかりフォーラムエイトの顔と

して浸透してきているパックン。今回この、当

社と関わりが深く、かつ日米間の外交や両国

社会の機微に通じたお二人が対談。そこから

紡ぎ出されたお話を「Up & Coming」134号・

135号で前・後編2回に分けてご紹介します。

　前回（「Up & Coming」134号）に続き本135

号では対談の後編として、日本の外交力と世

界への影響、主な外交課題と外交力の行使、

海外インフラ整備支援に向けた日本のアプ

ローチ、日本の「働く文化」と生産性の制約、

バーチャルとリアルの関係性、これからの公共

事業とDX（デジタル・トランスフォーメーショ

ン）の可能性などへの展開を再現します。

＜対談・前編では、お二人のこれまでの互い

に対する印象から意外な共通気質、ともに新

体制となった日米両国の前・現政権への見

方、両国の前政権時代を通じ紡がれてきた

日米の特別な関係について言及しました。特

にその終盤では、高村さんが安倍前首相の

トランプ前大統領に対する「君子の外交」を

評価。その際、外交関係を「万有引力」にたと

え、互いに引っ張り合いながら、大きいものの

方が小さいものへの影響力が強いと位置づ

け。そのような中、日米両国は単に首脳同士

の仲が良かっただけでなく、日本は大きな米

国に対しても過度に流されず、それなりに独

自路線を歩んできた、― との観点からお二人

の見解が交わされています＞
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がっていましたね。

（前編の）冒頭でちょっと触れていただい
た小渕内閣時代でもアジアでいろいろな問題
があったのです。インドネシアやカンボジア、ミャ
ンマーの話とか。で、大きな国際会議のある前
には米国政府の人が日本に来て、米国だけ孤
立するようなことは避けたいから日本と事前によ
く打合せをしたいんだと。だけど、そのような時代
ですら日本国内では「日本が米国追随じゃない
か」と思われがちでした。

日本の引力は、米国に合わせるだけ
でなくて独自の（路線も有し）、米国がそういうこ
とを相談しに来るぐらい力を持っていると？

ちゃんと力を持っているということをプロ
（専門家）は分かっていた。アマチュアは知ら
ないのです。
　英BBCが以前、世界に対して良い影響を与
えている国を問う大掛かりな国際世論調査を
行っていて、日本がだいたい3番目か4番目。1
番の時もありました。日本のテレビなどでは「日本
には理念がないから世界中から嫌われている・
馬鹿にされている」とよく言われるのですけれど。

日本のテレビでは、はい。僕もそれ、
いつも異議を唱えているんです。

だけどね、BBCが大掛かりな調査をやっ
て、日本は（世界に良い影響を与えている国とし
て）世界の1番～5番目に入るんですよ。

うん、日本は好かれています。

好かれている。で、日本は世界に貢献し
ているんですよ。
　文明批評や編集者などとして知られた山
本夏彦さんが50年ほど前、（羽田闘争での学
生の死をめぐって）「『論より証拠』というけれど
『証拠より論』だ」と述べています。BBCがい
ろいろな国の多くの人に対して行った調査は、
「証拠」ですよね。だけど、多数の人が示し合
わせて論陣を張れば、例えば、テレビのコメン
テーターたちの論を見ると、証拠なんて吹っ飛ば
されてしまうのです。

その通りです。例えば、湾岸戦争
（1990年にイラクのクウェート侵攻を機に始ま
り、国連安全保障理事会の決議を受けて組織
された米国を中心とする多国籍軍とイラクが交
戦。翌1991年に停戦）の時、「お金だけ出して
血を流さなかった日本は世界各国から批判を浴
びた」みたいなことがよく言われましたけれど、僕
はそんなことないと思います。実際にはクウェー
トは日本にお礼を言っているし、「3.11（東日本
大震災）」の時にはお返しもしています。

そうですよ。それはね、日本のお金だけ

じゃない貢献を
進めるために、私
は「湾岸戦争の
トラウマ」と言っ
て、それを利用し
た面はあります。
けれど、実態は
おっしゃる通りな
んです。プロは
ね、みんな分かっ
ているんです。お
金がどれだけ役
に立つか、という
のは。

利用されたのも覚えています。これは
良いことを聞きました。というか、ドイツも湾岸戦争
では日本と同じ立場だったんです。でも、だれもド
イツが悪いとか言っていない。日本も悪くないん
です。褒めて良いところか分からないですけれど、
間違いなくうまく利用されていると思います。

外交課題と外交力の行使
では、日本の外交力は舐めたもん

じゃないと？

舐めたもんじゃないですよ。例えば、一
時的に中国が物量によってASEANの中の外
交力で日本を追い越したように見えた時もある
けれど、今はそんなこともなくなっていますから。

間違いなく日本はその外交力を保っ
ているし、安倍政権の時にあれだけ海外を歴訪
して、さらに外交力をアップしていると思います。
それをこの先、どう使うべきとお考えですか？

それは、「日本の宝」は使わなきゃいけま
せん。

「日本の宝」というのは？

その外交力というか、陰徳です。昔、世
界で貧しい国 と々言えばアフリカとアジアでし
た。アフリカで新しい国がどんどん独立して光が
当たると、「アジアはダメだ」といったアジア・ペ
シミズムのような議論がありました。それ、完全
に変えましたよね。日本だけが（それを）変えたと
は言わないけれど、日本の努力の部分はかなり
（重要）になっているわけです。

オバマ政権中にはアジアに軸足を
置くという「ピボット政策（リバランス政策）」もあ
りました。結局、向こう（中東や欧州などの課題
対応）で忙しくなって（当初掲げた方針通りに
は）出来なかったようなんですけれど。

ちょっと遅かったですよね、ピボット政策
が。もう少し早く気づいてもらえれば良かった。け

れど、トランプ大統領になって急にアジアに来
たわけではなく、オバマ大統領の時に既にアジ
ア回帰をしようとしていて、（トランプは）それを継
承しているんですよね。

日本のメディアでこうした外交問題
が取り上げられる時、中国をけん制する前提で
話すことが多いです。先生は日中友好議員連
盟の会長を長く務められた立場もあり、そのあた
りどう思われますか？

これからの世界の最大の外交課題は、
米国と中国の覇権争いです。その中でハルマゲ
ドンのような究極的な対立になった場合、日本
がどちらに付くべきかと言えば、米国に決まって
います。それは、形式的に同盟国だからというだ
けではなく、自由と民主主義、基本的人権、法の
支配とか、トランプさんのやってきたことが皆それ
らに合致しているかどうかは別にして、日本と米
国はそういう価値観が一致する国だからです。
　ただし、そういう究極の対決にならないように
するのが日本をはじめ米国、中国、更には世界
の利益なのです。

そこですよね。ハルマゲドンは一番
分かりやすい。そこまで行ったら米国に寄るしか
ないのですけれど、（そうならないための）日ごろ
の中国へのけん制というか。

例えば、中国政府の人と話をする時も、
「究極の時になったら日本は米国に付くしかな
い」ということを普段から言いつつ、「ではこの
経済問題をどうしましょうか」とか、いうことをやっ
ていくわけでしょう。

人権問題に関連して（様々な議論
がある中）、われわれ人権保護主義側の国々は
そこでどう接すれば良いですか？

どうするかって、「国家主権は全部、無
視しろ」とか「国家主権があるから、人権につい
て何も言ってはいけない」とか、どっちも間違い
です。

どっちも極端過ぎますよね。
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以前、コソボ紛争（1998年にコソボ
独立を求めるアルバニア系住民と旧ユーゴス
ラビアのセルビア共和国との間の戦闘が激
化。1999年に北大西洋条約機構（NATO）
軍が空爆など軍事介入）というのがありました。
NATO軍が空爆を行った際、当時のオルブライ
ト国務長官（クリントン政権）から私に電話がか
かってきたんです。「マサ、支持してくれて有り難
う」と。私は記者会見で「（空爆を）理解する」と
言ったんです。電話でお互いに「支持してくれ
て有り難う」「理解します」と5回ぐらい繰り返し
ました。

わぉ、「理解」＝「支持」かどうかとい
う微妙なニュアンスの違いですね。これが外交
ですよね。

あの頃も「ジェノサイド（集団殺害）的な
こと・民族浄化的なことが行われている」と言わ
れました。それで当時、（生命の危機に曝されて
いる人 を々）保護する責任とか、人道的介入と
かというのは国際法上形成過程の概念で、国
境を越えてそういうことをして良いのかどうか、と
いう争いがありました。で、いまだに私は、それが
確立したということは知りません。

確かに国連安保理の常任理事国
が拒否権を持っている以上、それは成立しない
ですね。

国際法上のそうした判断が確立しない
段階で（欧米を中心とする人権問題などへ積
極的に関与しようという動きがある中）どうすれ
ば良いか。日本はそういった問題に対して直接
介入することは出来ません。しかし、だからと言っ
て黙っているわけにもいかない。

本当の武器以外の「武器」
をどう行使するか、例えば、経済力
を掛けるのか、国際世論に働
き掛けるのか。

「どういうふうに言うのか」「どの程度言
うのか」ということはね、なかなか簡単な話では
ないですよ。

海外インフラ整備支援に向けた
日本のアプローチ

日本の外交力の一つは、世界の経
済発展を支援することだと思います。例えば、ア
ジア各国のインフラ整備などへの協力も外交
上の意味は大きいですか？

それは大きいです。ただ、かつて、インフ
ラ整備に対する円借款（ODA（政府開発援
助）の一環で、開発途上国への長期・低金利
の資金貸し付けを通じた支援）は、国内では数
を頼んで論陣を張る人たちに（その意義を論理
的に示す）「証拠」が吹っ飛んでしまうような扱
いを長く受けたのです。で、円借款でインフラ整
備をすると、円借款を受けた側の国民からも最
初はあまり理解されないんです。

もっと分かりやすい形でやればと思
われます。実は僕、東京工業大学で「外国から
見た日本」といった国際関係理論などを教えて
いるのです。そこで使う画像があって、東南アジ
アのある都市に川を跨ぐ2つの橋梁が並んで
設置されており、片方は先に日本が、もう片方
は後から中国が建設したものです。前者の欄
干には「日本の援助によって造られた」旨を記し
た小さな銘板がはめられているのに対し、後者
については中国によって建設されたことを記す
大きな石碑が2つの橋梁のほぼ中央に建立さ
れているのです。それは目立っているだけではな
く、両方の橋があたかも中国によって建設され
たようなイメージになっている。うまいなあ、と思
いました。

そういうのは一過性じゃないですから
ね。長年経つと「そうなんだ」となってくるかも知
れない。

やはり、それ、円借款とか、分かりづ
らい形でない方が外交力は上がるのでは、と思
いました。

それは、分かりやすくした方が良いに決
まっています。特に相手の人々に分かって戴け
るようにね。だけどよく言われたのは、欧米の援
助はどちらかというと「困っている人たちにパ
ン、あるいは魚をあげる」と。それに対し日
本の円借款主体の援助は「釣り方
を教える」と。要するに、釣り方を
教えれば釣り方を覚え、一生
懸命に釣る人が出てきて
（その恩恵は）社会

全体に回るよう

になる。だからそれは、アジアがアフリカや中南
米よりも早く貧困から脱することが出来た一因
にもなっていると思います。もちろん、それだけで
はありませんけれど。

では、その「釣り方を教える」形のイ
ンフラ整備など、今までの外交政策の延長線
上を今後も走っていけば良いと？

必ずしもそうではないです。政府援助よ
りも民間の動かすお金の方が圧倒的に大きい
こともあり、「ODAはもういいから、民間企業を
連れてきて」という話が援助を受ける側から何
年も前から出てきています。だけど日本の場合、
ODAが先に出てそれを利用して企業が出てい
くという楽な方程式が出来てしまっているため、
そこ（ニーズ）にどう繋げていくかというところが
あります。

巨大な市場が待っているのにもっ
たいないですね。特に僕は地球温暖化による
気象現象の激化が世界中のインフラの劣化を
促し、道路をはじめ電気や水道、ガスなど一昔
前のインフラはもう環境に適さなくなってきてい
ると思うんです。日本はそうした分野で様々な優
れた関連技術を有しているため、大きなビジネス
チャンスになるはずです。

日本の「働く文化」と生産性の制約
うーん、日本はなかなか生産性が上がら

ないんですよね。

それは働き方の問題ですか？

　高村　私がよく言っているんだけど、日本には
「道の文化」というのがありまして、「三方よし」
で知られる近江商人の商人道とか。それで日本
がなぜ、キリスト教国以外のアジア諸国の中で
一番先に資本主義が成功したのか、知ってい
ます？

分からないです。（「日本の資本主
義の父」とも称された）渋沢栄一さんのお陰で
すか？

渋沢栄一さんのお陰もあるけれど、渋沢
さんには（資本主義の内包する負の側面とそれ
を踏まえた氏の信念などを説く）「論語と算盤」
という著作がありますよね。

　一方、日本には昔から「働く文化」というのが
あったのです。「働く」って「傍を楽にする」という
考え方です。

この話は、緊急事態宣言が解除さ
れて次に会食に行ったら、絶対使います。面白
いですね。

江戸時代の初期にはそういう思想が
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あったのです。「働くのは傍を楽にすることで、儲
けは働きのカスに過ぎない」と。これが日本社会
に良い影響と悪い影響を与えているんです。良
い影響は、経済格差が近年は大きくなったと言
われますが、アングロサクソンの国々、中国等に
比べれば甚だ少ない。

はい、日本は比較的、中間層の分
厚い国です。

なぜキリスト教国に資本主義が生まれ
たかというと、働くということが「勤倹貯蓄」に通
じ、その考え方が「神の御旨」に適っていたから
です。マックス・ウェーバーは100年以上前、キリ
スト教国の「神の御旨に適う」という部分がない
まま資本主義をやろうとしたら市場は賭博場と
化す、と。だから「キリスト教国以外では資本主
義は発達しない」といった説もあったんです。
　ではなぜ、日本に資本主義が発達したのかと
いうと、江戸時代初期から（僧侶で作家の）鈴
木正三のような学者がいて、彼らがキリスト教
国の「神の御旨」の考え方に代替する「傍を楽
にすることで、利潤は働きのカスに過ぎない」と
いう考え方を説き、独自の「労働の文化」が醸
成。それで日本に資本主義が根付いた半面、
生産性がなかなか上がらないという面ももたらし
ている、と私は言っているんです。

バーチャルがリアルに奉仕
日本は生産性よりも社員を大事にし

ている、と思うんです。僕は1970年生まれです
けれど、80年代以降の米国の経済社会を見る
と、生産性アップに繋げるため新しい技術や組
織スタイルが生まれてくると、不要になった人を
すぐにリストラしてしまう。そうして生産性を徹底
することにより利潤が生まれ、米国の一部の人
だけが潤う。特に米共和党のフレーミング（モノ
の見方を誘導する）術で成功しているのは「お
金持ち＝雇用創出者」と考え、「お金を一部の
人に集中させた方が結局は社会に回る」という
ものです。また、（減税を正当化するため用いら
れる）ラッファー・カーブという馬鹿げた経済学が
レーガン時代から何故か浸透してくるようになり、
「一部の人の金儲けはみんなのために良いこ
とだ」という考え方に繋がっています。
　僕は、金儲けは良いと思っているんですよ。た
だ、集中し過ぎると経済の足を引っ張ることもあ
るし、そもそも削られた人たちが悪いわけではな
い。だから、リストラされた人たちが再び潤うよう
にすれば、さらに経済は回るし、分断・分裂が生
じることもないでしょう。
　日本のこの分厚い中間層を守りながら、もっ
と生産性を上げる方法はないんですかね？

それを今、求めているんですよ。それは

「バーチャルで学
べば良いんだ」という
ことで。

おぉ、フォーラムエイト
に繋げましたね。先生、そんな切り札
を持っていましたか？ さすが、ただ者じゃ
ないですね。でも、おっしゃる通りです。

だからね、国民生活を豊かにするのはリ
アルなんですよ。要するに、生産性を高めるた
めにDXとかVRというのを使えば良いんだ、と私
は思っているんです。

そうなんですよね。それで潤えば、リ
アルが豊かになると。

だからリアルを豊かにしないと、どんなに
DXに力を入れてもお腹は膨れません。

VRでおいしいものを食べても全然
お腹膨れませんものね。でも、リモート中はリア
ル会食を避けていただきたいので、バーチャル
会食で良いんですけれど。
　僕はこのコロナ禍で、何から満足を得るの
か、喜びを得るのかがはっきり見えてきたと思う
んです。今日も直接お会いし、こういうお話が出
来たのはどんなに幸せかって、コロナ禍だからこ
そ確認できました。「バーチャルがリアルの心を
豊かにする」というのは、名言ですね。

バーチャルはリアルに奉仕するものなん
です。金融は産業に奉仕するべきものだったの
が、産業を支配しちゃったのが間違いの元なん
です。

済みません、米国金融界のことを
言っているんでしょう。間違いないと思います。
バーチャルが支配者になっちゃダメですね。

だからDXとかバーチャルは、やはりリア
ルに奉仕して、そこの生産性を上げると。それが
国民生活を豊かにすることだと思います。

これからの公共事業とDXの可能性
公共事業の予算が益々厳しくなる中、

産業基盤の拡充や国土強靭化のためにもやら
なければいけないことはいくらでもある。だからこ
そ、そこでDXやバーチャルにより生産性をどう
上げるかが勝負でしょうね。
　10年以上前に公共事業を削れという議論
がありました。欧米と比べても日本の公共事業
費が多過ぎると。当たり前です、自然災害など
国土を取り巻く条件が違うし、国土強靭化のた
めにも必要なんです。

インフラ整備も、DXなどの開発も
そうなんですけれど、これは掛け捨てではなく、
投資なんですよね。投資した分、後に皆さんが

社会的な支
えが必要になる
時、潤いが来る。だか
ら先行投資なんです。

そうそう。ただ問題は、前
に投資した分が今、老朽化の時代
に入っているんです。それを直す費用が
べらぼうにかかるわけです。で、新しく造る分
がものすごく削られる。これからはそういう世の
中だからこそ、DXやバーチャルで生産性を上げ
なきゃいけない。

その通りです。それこそ予算削減に
はもってこいですよね。一回バーチャルで再現
してからプロジェクトを進める、と。

そうそう。バーチャルで学べば良いんで
すよ。テレビでそう言ってましたよ（笑）。

はい、あ、僕が？　ああ、言ってます。
僕、何度も口にしています、「バーチャルで学べ
ば良い」。

―お二人の、お互いに対する印象はどう

変わりましたか？

私は最初から好印象だから、実際に
会って話すと悪い印象に変わることも多いんだ
けれど、変わらなかった（笑）。

今まで先生の会ってきた人がこれ
読んで、どういう気持ちなんでしょうね、「あ、俺の
こと言ってんだ」って絶対思いますよね。
　いつもテレビで見て「政界の中心柱」と思っ
ていた先生がすごく身近に感じられるようにな
り、振り子的な傾向やチャンネルサーフィングと
いった共通点が多いことも分かりました。今日
の対談で一番嬉しかったのは、本音の話を伺
えたことです。こんなに正直な「元政治家」もい
らっしゃるんだと。有り難うございました。

（執筆:池野 隆）

3月1日 フォーラムエイト東京本社にて収録

＊ 対談前編は、「Up & Coming」134号（7月1日号）に
掲載されています。
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関西医科大学卒業、京都大学大学院博士課程修了・医学博士。マウントシナイ医科
大学留学、東京慈恵会医科大学、帯津三敬三敬塾クリニック院長を経て、現在公益財団法人
未来工学研究所研究参与、東京大学大学院新領域創成科学研究科客員研究員、統合医療
アール研究所所長。日本皮膚科学会認定皮膚科専門医、日本心療内科学会登録指導医、
日本心身医学会専門医、日本森田療法学会認定医。日本統合医療学会認定医・業務執行
理事。日本ホメオパシー医学会専門医・専務理事。アリゾナ大学統合医療プログラム
Associate Fellow修了。『国際ホメオパシー医学事典』訳。『妊娠力心と体の8つの習慣』
監訳。『がんという病と生きる森田療法による不安からの回復』共著など多数。

　慢性的にストレスがかかった状態で
は、不眠、微熱、全身倦怠感などいろい
ろな症状がみられることがあります。一
般的に微熱は、平熱とされる35～37℃未
満の体温から37～38℃になった状態をい
い、38℃以上は高熱になります。体温は
個人差が大きく、健康な時の自分の体温
を知っておくことで、いつもより1度以上
高く38℃未満の微熱が10日以上、1か月以
上続く場合は、慢性のストレスによる心因
性発熱を考える必要があります。

ストレスと体温調節
　私たちの身体は細菌やウイルスに感
染すると、免疫防御反応として炎症性サ
イトカイン（ＩＬ－１，ＩＬ－６）がマクロ
ファージから放出されます。炎症性サイ
トカインは脳に情報を伝え、脳の指令に
よって機能的な体温上昇が起こります、
この状態が感染性の発熱です。炎症性
サイトカインが脳に情報伝達するときの
主な媒介物質はプロスタグランディンＥ2

（PGE2）です。一方、急性の心理的ストレ
ス状態でも体温上昇反応（stress-induced 
hyperthermia : SIH）が起こります。体温
上昇だけでなく体温低下もおこることが
ありますが、その反応は一過性で、スト
レスから解放されると体温は元に戻りま
す。またこの反応は感染や炎症に伴う反
応と異なり、脳内のノルアドレナリンや自
律神経である交感神経活動が関与してい
ます。（図１）

慢性ストレスが
体温に及ぼす影響
　体温上昇反応が生じるようなストレス
負荷を、数週間連続的にかけることで生
じた高体温状態では、そのストレスから

解放されても高体温は消失しないことが
動物実験などからわかっています。また
この慢性のストレス状態ではノルアドレ
ナリンに対して過剰反応するようになり
ます。ヒトでも心理的ストレス負荷によっ
て、37℃以上の体温を示す状態は心因性
発熱として知られています。学校に行く時
間が近づくと体温が上がったりする子供
や、微熱が続いている人の多くが抑うつ
状態にあったり、急性のストレスが解決し
た後も微熱が続く場合は心因性発熱と考
えられます。

微熱への対応
　健康な人でも体温が37.0～37.7℃とい
う人も少なくないため、微熱を平熱から
区別すことは実際難しいといえます。微
熱を訴える人は、わずかな体温上昇が続
くことにより、身体が普段以上にエネル
ギーを消費することで疲労しています。
心因性発熱では検査を繰り返しても異常
がなく、解熱剤に抵抗性で、長期にわた

り倦怠感や上半身ののぼせ、頭痛を伴う
こともあります。慢性のストレス状態が続
く状況で、何がストレス負荷になっている
かはわからないこともあります。また慢性
のストレスがどの程度影響しているのか、
一人一人に合った個別的な対応が必要に
なってきます。実際の治療では微熱が慢
性ストレスによる体温の上昇であるという
心因性発熱の病態を説明することが重要
です。そしてどのようなストレスが心因と
なっているのか、個別的な対応、ストレス
を減らす環境（家庭や職場環境）の調整
や心理療法が必要となることも少なくあ
りません。日々の生活の中で、ストレス低
減につながるセルフケアも役立ちます。そ
の基本は働き過ぎない、エネルギーを使
いすぎないようにすること、意識的に心
も身体も「休める」「ゆるめる」ことが大
切です。交感神経活動による、ストレス過
剰反応性を改善するためにも、良い睡眠
をとること、抗炎症食の食事、呼吸法やリ
ラクゼーションを取り入れてください。

連載 【第15 回】
ストレスと微熱

図 1
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　ピルビスワークは呼吸に合わせて骨盤と背骨を連動させるカンタンで気
持ちの良いストレッチワークアウトです。リモートワークや外出制限が長期
に渡り、「歩く」習慣が無くなりつつ生活習慣で、私たちは体力や気力の低
下を起こしている可能性があります。ピルビスワークはそれを予防改善する
ために最適な運動プログラムです。椅子に座りっぱなしで腕や指先さらに
目を酷使する企業戦士の姿勢はねこ背になりやすく、骨盤と背骨が硬くな
り、背中全体も硬くなるため、肩や首、腰にまで慢性的な疲労を感じてい
る方が多いようです。背骨の硬さはその中を流れる神経を圧迫し、血の巡
りも悪くなり、慢性的なからだの不調が仕事の生産性や、やる気をも低下
させてしまうので、骨盤と背骨の柔軟性を良くする運動の習慣は、個人に
とっても企業にとっても大きな恩恵をもたらします。

　2018年より、株式会社フォーラムエイトでは、毎週1回60分のピルビス
ワークストレッチのレッスンを実施しています。最初は本社内の会議室でス
タートしたレッスンも、現在は支社とzoomでつないで最大で5 会場同時に

開催しています。
2020年からは新型コロナウイルスの影響もあり、会議室でのリアルレッス
ンができなくなりましたが、オンラインで各会場を繋ぎ感染リスクが無い状
態でレッスンができるのも安心です。
　コロナ禍で益々発展し需要が高まるテクノロジーを手がけている社員の
皆さまは、業務に集中するがあまりに気がつくと水も飲まず、数時間席を立
つことも無い状態で、レッスン会場に来た時には疲労感を感じさせる姿勢
や表情をされていますが、レッスンが終わる頃には全身の骨と筋肉が解放
され表情も明るく変化しています。
　みなさまの様子からも、座り姿勢の継続がいかに身体を硬直させ調子を
狂わせるかがわかります。
　そこで、この連載を通じて今日からできる日常のセルフメディケーションを
4回に渡ってご紹介します。初回のセルフメディケーションは「美しく若 し々
いからだは美姿勢から」をテーマに背骨の柔軟性のためのピルビスワーク
ストレッチをご紹介します。

ピルビスワーク実践講座

動けるからだを造る「ピルビスワーク」

Challenge
立った姿勢から前屈し手が床に
届くかやってみましょう
※ 手がつかない方は背中全体の筋肉と脚
裏の筋肉が硬くなり縮まっている感覚

ストレッチの方法
1 椅子に浅く座り、骨盤で立つようなイメージで座り姿勢を整える。　　　　
この時足裏全体で床を踏んでいる。

2 息を深く吸い、息を吐きながら足裏で床を押して骨盤を後ろに傾けて行く。
3 息を吐き切りながら、背骨を丸めるように腕を前方に伸ばす。　　　　　　

2 ～ 3 を6～10回繰り返す。

11 22 33

ストレッチの後にもう一度前を屈してみましょう。
★ 背中全体の筋肉が広がり腕が伸びやすくなっている、脚裏の筋肉も伸びて膝が
伸びやすくなっているはずです。

ストレッチの後にもう一度腕を後ろに伸ばしてみましょう。
★ 背すじが伸びて、腕が伸びやすく後ろに動きやすく
　なっているはずです。

背骨が柔らかくなって背骨が柔らかくなって
前屈ができるストレッチ前屈ができるストレッチ

新連載 第 1回

ストレッチの方法
1 椅子に浅く座り、骨盤で立つようなイメージで座
り姿勢を整える。この時足裏全体で床を踏んで
いる。この時足裏全体で床を踏んでいる。

2 深く息を吸いながら、足裏で床を押して骨盤を
前に傾けて行く。

3 息を吐き切りながら、背骨を反らせるように腕を
後ろに引いて行く。　　　　　　　　　　　
2 ～ 3 を6～10回繰り返す。

Challenge
腰や背中をそらせずに両腕が耳より後ろにき
れいに伸びるかやってみましょう
※ 腕が伸びない、上がらない方は肩の前側、脇の下の筋
肉が縮まっている感覚

背骨を柔らかくして背骨を柔らかくして
姿勢を整えるストレッチ姿勢を整えるストレッチ

今日から姿勢に意識を置いた生活習慣を始めましょう！今回の背骨の
柔軟性を高めるのに役立つエクササイズ動画も参考にして日常習慣
にしてください。次回は股関節の柔軟性を解説します、お楽しみに！

一般社団法人 日本ピルビスワーク協会　立花 みどり

イスに座ったままラクラク

背骨ストレッチ
実践編

pelviswork

https://pelviswork.com https://youtu.be/8V-KCojszO8

立花みどり
一般社団法人日本ピルビスワーク協会特別顧問
1980年代のフィットネス全盛期、多くのエアロビク
スインストラクターの育成と、ダンススタジオの委託
運営を手掛けた、エクササイズの草分け的存在。
その後、『ヒトのカラダは骨盤が支えている』という
点に着目し、一般社団法人日本ピルビスワーク協
会を設立。以降、骨盤ブームの第一人者として活
躍している。40年間に渡る研究と研鑽を重ねた
“立花メソッド”は、人々の健康に大きな影響を与え
る施術というのみならず、その思想、哲学に至るま
で洗練された人生論、生き方論であり、ヒトの生き
方は姿勢に現れるという信念のもと活動を続けて
いる。フォーラムエイトの健康経営の一環として毎
週水曜に開催されているピルビスワークストレッチ
プログラムの講師も務めている。
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1.はじめに 
日本では、契約書をはじめ大切な文書には必ず作成者の判子を押

すという根強い慣習があります。しかし、コロナ禍によりテレワークが

推進されているなか、この押印という慣習が円滑な契約締結等の妨げ

になっているのではないかという指摘がなされたことから、政府は、令

和２年６月１９日、「押印についてのQ&A」を公表し、文書への押印が

持つ法的な意味を整理するとともに、文書への押印は常に必要なもの

ではない旨を明らかにしました。コロナ禍が治りを見せない現状を踏

まえ、本記事では、あらためて、この「Q&A」の内容を解説し、続いて

文書への押印に代わる手段の一つとしての電子署名についてご説明し

ます。テレワーク推進や外出自粛により押印慣行の見直しを検討され

ている方、取引先から電子署名を求められ困惑されている方のご参考

になれば幸いです。

2.押印についてのQ&A 
文書への押印が裁判でどのような意味をもつか、６つの問いに答え

る形式で解説されています。

Q１解説．契約書に押印をしなくても、原則として、法律違反になら

ず有効に契約が成立することが説明されています。誤解されている方

も多いですが、法律上、書面による作成が要件とされている場合を除

いて、双方の意思が合致すれば契約が成立します。口頭、メールやSNS

のやり取りなど方式は問われません。契約書は、あくまで契約が成立

したことの証拠として作成するものであり、契約書に押印することが

契約の成立には必須の要件ではありません（図1）。

Q２～５解説．契約書など文書作成者本人の印鑑が押された文書

が、裁判で証拠として使えるか否か、民事訴訟法のルールが説明され

ています。まず、民事訴訟では、真に文書作成者の意思により作成さ

れたと証明された文書でなければ、その文書を証拠とすることはでき

ません。とはいえ、訴訟において全ての文書につきこのような証明をす

ることは大変ですから、民事訴訟の実務では、ある文書に文書作成

者本人の印鑑が押されていれば、その文書は本人が作成したものだろ

うという推定が働くものとして解釈運用されています。また、この“本

人の印鑑”はいわゆる実印に限定されるものではなく、認印や企業の

角印であっても構いません（ただ、一般的に実印は印鑑登録証明書に

よって、本人の印鑑であることの証明が容易となります）。このように、

ある文書に文書作成者本人の印鑑が押印してあるということは民事訴

このコーナーでは、ユーザーの皆様に役立つような税務、会計、労
務、法務などの総務情報を中心に取り上げ、専門家の方にわかりや
すく紹介いただきます。昨今のコロナ禍によるテレワーク下での押
印問題において、令和2年 6月に政府から「押印についてのQ&A」
が公表されましたので、解説いたします。

はんこ文化が変わる？
～押印慣行の見直しと電子署名～

Q1. 契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。

Q2. 押印に関する民事訴訟法のルールは、どのようなものか。

Q3. 本人による押印がなければ、民訴法第 228 条第 4項が適
用されないため、文書が真正に成立したことを証明でき
ないことになるのか。

Q4. 文書の成立の真正が裁判上争われた場合において、文書
に押印がありさえすれば、民訴法第 228 条第 4項が適用
され照明の負担は軽減されることになるのか。

Q5. 認印や企業の角印についても、実印と同様、「二段の推定」
により、文書の成立の真正について照明の負担が軽減さ
れるのか。

図1　法律上の契約の定義
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訟の場ではそれなりに大きな意味を持つものとされています。しかし

ながら、これはあくまで推定ですから、他人に印鑑が盗用されたり、偽

造された印鑑で押印されたりしたことが証明できれば、その推定が覆

り、その本人が作成した書面として扱われません。また、逆に言えば、

ある文書に本人の押印が無くとも、押印以外の手段により、真に本人

において作成された文書であることが証明されれば、その文書を民事

訴訟における証拠とすることは可能ということになります。つまり、もと

もと民事訴訟の場においても、文書に押印がしてあるということは、絶

対的なものとまではみなされていないということになります（図2）。

Q６解説．先ほど述べた、本人が作成した文書であることを押印以

外の方法で立証するための具体的な例が説明されています。例とし

て、（1）取引先とのメールやSNS、（2）運転免許証等による本人確認、

（3）電子署名や電子認証サービスが紹介されています。さらに、（1）

（2）について、PDFにパスワードを設定してメールで送信し、携帯電話

等の別経路でパスワードを連絡する方法や、担当者だけでなく法務担

当部長や取締役等の決裁権者をメールの宛先に含める方法が紹介さ

れ、また送受信したメールの長期保存によって、本人が作成した文書

であることの立証が容易になることも紹介されています。

3.電子署名と認証
電子署名とは、電子文書につき、電子署名の仕組みを提供する業者

（認証業者）において、暗号技術を用いて、その電子文書の作成者が

誰かを示し、また当該文書が改変されていないかどうかを事後的に検

証できるようにする仕組みです。法律の要件を満たした電子署名が付

された電子文書については、民事訴訟において本人の印鑑の押印があ

る文書と同等に扱われます（電子署名法３条）。

電子文書については改変が容易であり、かつその外観から改変を

認識しにくいという問題点がありますが、この電子署名を利用するこ

とによりその問題点を克服することが可能となっています。問題は、ど

のような電子署名であれば法律の要件を満たすかということになりま

すが、電子署名法は、その電子署名の仕組みが”符号及び物件が適正

に管理されることにより、本人だけが行うことができる”ものに該当す

ることを要件としています。しかし、この要件に該当するかどうかを、

利用者において逐一判断することは困難です。そこで、国は、法令で定

める一定の基準に適合する電子署名の仕組みについて、特定認証業

務として認定をする制度を設けています（電子署名法２条３項、４条～

１４条）。

特定認証業務の認定を受けた電子署名の仕組みであれば、認定要

件として電子署名法が定める基準（暗号化や本人確認の方法、セキュ

リティ、電子証明書など）をクリアしているので、安心して利用すること

ができますが、注意する点もあります。まず、電子署名を行う側は、電

子署名を行う前に内容をよく確認し、電子署名を行うための符号を十

分注意して管理することが必要です。符号が漏洩等により他人に使用

されうる状態になった場合は速やかに電子証明書の失効を認証業者

に請求してください。また、電子署名を受け取る側は、受け取った後す

みやかに電子証明書が有効で内容も正確か、メッセージダイジェスト

が一致するかを確認するようにしてください。

また、特定認証業務の認定は不可欠というものではなく、かかる認

定を受けていないサービスも“符号及び物件が適正に管理されること

により、本人だけが行うことができる”ものであれば、電子署名として

有効で、民事訴訟で押印ある文書と同様に扱われます。実際に、知名

度の高いサービスで特定認証業務の認定を受けていないものもありま

す。利用を検討される際は、当該サービスがどのような仕組みか確認

し、不明点があれば提供業者に確認したり、専門家に確認したりする

ことをお勧めします。

出典 
［1］令和２年６月１９日、総務省・法務省・経産省 

「押印についてのQ&A」 

［2］総務省「電子署名を行う上での注意事項（1）」 
  及び同「（2）」

監修：中本総合法律事務所

Q6. 文書の成立の真正を証明する手段を確保するためにどのよ
うなものが考えられるか。

図2　二段の推定と印鑑証明書

二段の推定
押印のある文書について、相手方がその成立の真正を争っ
た場合、その押印が本人の意思に基づいて行われたとい
う事実を証明する必要がある。印影と作成名義人の印章
が一致することが立証されれば、その印影は作成名義人
の意思に基づき押印されたことが推定される。また、民
訴法第 228 条第４項によりその印影に係る私文書は作成
名義人の意思に基づき作成されたことが推定されるとす
る判例がある。

そこで、印鑑証明書があれば、本人の意思に基づいていること
の証明が容易となる。
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SDGs

■まちづくりとSDGs
2015年9月の国連総会において採択されたSDGsは年々社会に浸

透し、現在ではさまざまな企業活動において方針として掲げられて

います。そのため、実効性の評価指標やモニタリング手法を適切に選

択し、標語だけに終わらせない取り組みとすることがいっそう重要と

なっています。

とりわけ、開発やまちづくりにおいては、地域の特性を多面的に調

査・評価したうえで、環境保全のみならず経済や社会のありかたなど

を多面的に考慮し、誰もが安心して住み続けられる環境を構築する必

要があり、環境アセスメントはそのための有効な手法になり得ます。

まちづくりや都市計画に関連するSDGs目標としては、以下が挙げ

られます。

■自主環境アセスとVRシミュレーション
環境アセスメントは、開発行為に先立って事前に環境配慮すべきこ

とを調査し、住民や関係者との情報交流を通じて、適切な環境保全

対策を見出そうとするものです。法律や条例などの制度に基づく環境

アセスメント（以下、環境アセス）の手続きは大規模な開発事業を対

象とし、要綱や指針などにより実施方法が定められています。一方、

制度が対象としない規模や種類の事業において自主的に事業者が行

うものを「自主簡易アセス」といいます。CSR（企業の社会的責任）と

して任意に取り組まれるものであるため、定型の方法はなく、立地や

事業の内容に応じた進め方が可能です。

自主簡易アセスのように、身近な地域環境の変化をシミュレーショ

ンして対策を検討する場合、VR等を使ったコミュニケーションは有益

な手段となります。フォーラムエイトでは、3DVRを活用した自主簡易

アセスメントを実施しようとする事業者および、ファシリテートを担

う環境NPO等の業務を円滑にすることを目的として、NPO地域づくり

工房の依頼により「自主簡易アセス支援サイト」を公開し、UC-win/

Roadの環境アセス機能による簡易診断サービス（緑視率計算／太陽

パネル反射光予測etc.）を提供しています。

今後も最新の3DVR技術により、まちづくりのSDGs推進を支援して

いきます。

フォーラムエイトは、エンジニアリングソフトウェア開発とそのサービス技術により、社会に安全・安心をもたらすことを使命に活動していま

す。この使命の下における当社の業務は、国連が掲げる持続可能な開発目標（SDGs）と軌を一にするものです。その上で、持続可能な社会

の土台は、地球環境であり、人間社会と経済活動の持続可能性はそれによって支えられているとの認識に立って、フォーラムエイトにおける

目標の重き付けをして、担うべきターゲットを明らかにしています。

ソフトウェア開発でSDGsに貢献！

フォーラムエイトの

▲中綱南側土砂採取事業
　／株式会社マテリアル白馬

▲養魚場跡地太陽光発電所計画
　／ソーラカナモリ株式会社

遊休地を利用して太陽光発電を行
い、電力会社に供給数することで、再
生可能エネルギーの飛躍的普及に貢
献し、地域振興に寄与することを目的
とした事業

自主簡易アセスを実施しようとする事業者及びそのファシリテート
を担う環境NPO等の業務を円滑にするため、無償の設計支援ソフ
トをはじめ、参考となる情報を提供しています。

土砂採取事業について、地元住民や
一般市民に景観等の変化について説
明するため、VRを用い、住民説明会
やWEB上での意見募集に活用

動画はこちらから

動画はこちらから

HPはこちらから▲

▲

▲

【自主簡易アセス支援サイト／NPO地域づくり工房】【自主アセス事例】

第8回

第8回 VRを活用した環境アセスでSDGs推進
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SPU INFORMATIONSPU INFORMATIONスーパープレミアムユーザ（SPU）
インフォメーション

スーパープレミアムユーザ（SPU）制度のご案内
詳細はこちら ＞＞　プレミアム会員制度

https://www.forum8.co.jp/forum8/fpb-premium.htm#spu

製品・サービスご購入実績が上位のユーザ様を対象として、スーパープレミアムユーザ 会員（SPU）制度（FORUM8・VIPユーザ会）を
設けております。本連載では、情報提供やさまざまな特典をはじめとして、SPU会員の皆様を対象としたご案内を掲載いたします。

特別な

11月17日（水）～19日（金）

デザイン
フェスティバル

聴講
懇親会（2021年12月3日（金）東京、
　　　　　　12月6日（月）福岡、
　　　　2022年1月26日（水）芦屋）

SPU招待特別講演
・懇親会

毎年数回実施・ご招待予定

ゴルフコンペ
ご招待
年2回程度、
カメリアヒルズ

カントリークラブを予定

SPU入会記念品
贈呈

スイート・ゲーム
プログラミングPC
など毎年変更

PC詳細
2021年

各種講演会、
交流会ご招待

「日本のヴィジョン
を考える会」

月例講演会へ参加
MIT

「Japan Conference」
ご招待

弊社製品・サービスご購入実績に応じ営業担当よりご案内します。
対象：各社代表者様または取締役等それに準じる方（代理参加はご遠慮願う場合もあります）

会員登録
2021年4月1日～2023年3月31日

会員期間 【第3回】

『日本のヴィジョンを考える会』勉強会

SPUの皆様限定で、弊社も参加しております『日本のヴィジョンを考える会』（主催：前衆議院議員 浅尾慶一郎）にご招待させていただきます（定員 8名・先着順）。
毎回教育界、政財界などから著名な講師を招聘し、時事的なテーマや日本のビジネス展望などについて詳説いただきます。

【2021年7月】「DXが目指すもの」
　講師：自由民主党所属 衆議院議員　
　　　 河野 太郎氏

【2021年6月】「西園寺公望の生涯と志」
　講師：公益財団法人五井平和財団 理事長
　　　 西園寺 裕夫氏

■日程：2021年10月26日（火）または27日（水）19：00～
　講師：未定
※SPU会員の皆様へは、詳細決定次第メールにてご連絡いたします。

１５：００ -１５：１５ ご挨拶、FORUM8の活動と製品開発
１５：１５ -１６：２０ 特別講演
１６：２０ -１６：４０ FEMプレゼンテーション
１６：４０ -１７：００ VR・CG　BIM/CIMプレゼンテーション
１７：００ -１７：２０ スイート会計シリーズプレゼンテーション
１７：３０ -    ネットワークパーティ

2006年に日本女子代表の監督に就任し、男女通じてア
ジア初のワールドカップ優勝、五輪銀メダルなど、歴史
に残る戦績を積み重ねている。現在は大宮アルディー
ジャでトータルアドバイザーとして活動する一方、十文
字学園女子大学にて副学長、びわこ成蹊スポーツ大学
にて特別招聘教授として人材育成に携わっている。サッ
カー以外の活動として、レジリエンスジャパン推進協議
会の理事も務めた経験もある。

「FORUM8 SPU懇親ゴルフ会」佐々木則夫氏もご参加いただきます。

 2021年12月2日（木）会場：横浜ベイコート倶楽部 2021年12月6日（月） 会場：ヒルトン福岡シーホーク

12月3日（金）会場：カメリアヒルズカントリークラブ

大宮アルディージャVENTUS総監督 佐々木 則夫 氏

弊社CMキャラクター

パトリック・ハーラン 氏

「日米でみるコミュニケーション、
  クリエイティビティー、経営術の違い」

内容
【共通】

特別講演

特別講演

兵庫

SPU招待特別講演・懇親会
毎年各地で SPUの皆様をご招待した特別講演会と懇親会を予定しております。本イベントでは、特別講師による貴重なご講演や、弊社のVR・BIM/CIM・FEM・ク
ラウドソリューションをはじめとしたプレゼンテーション等を行っており、講演終了後にはお食事を交えながら会員の皆様でご歓談いただく懇親会も予定しておりま
す。これまでには、唐沢 理恵氏 (パーソナル・アドバイザー )や玉木 正之氏 (スポーツ評論家 )、秋田大学学長 山本 文雄氏を特別講師としてお招きしご講演をいた
だきました。今後は以下の地域にて開催を予定しております。皆様のご来場心よりお待ち申し上げます。

※詳細は決定次第HPにて掲載いたします。
https://www.forum8.co.jp/forum8/fpb-premium.htm#spu2022 年 1月26日（水） 会場：芦屋ベイコート

【懇親会】

過去の開催内容開催予定

※ご参加にあたってのSPUの皆様の宿泊費は弊社が負担いたします。

東京 福岡
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実施期間

UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念いたしまして、
製品定価より10%OFF、UC-1 Cloud 自動設計シリーズ3製品セットを
20%OFFでご提供いたします。

橋梁長寿命化修繕計画策定支援システムの新バージョンリリースを記念

いたしまして、製品定価より、10％OFFでご提供いたします。

対象製品

UC-1 Cloud 自動設計 土留め工
＋UC-1 Cloud 自動設計 擁壁 Ver.2
＋UC-1 Cloud 自動設計 BOXカルバート Ver.2

通常価格

624,800 円
（税抜 568,000 円）

キャンペーン価格

499,840 円
（税抜454,400 円）

■UC-1 Cloud 自動設計シリーズ3製品同時購入時キャンペーン価格

対象製品

UC-1 Cloud 自動設計 土留め工

通常価格

193,600 円
（税抜 176,000 円）

キャンペーン価格

174,240 円
（税抜 158,400 円）

■UC-1 Cloud 自動設計 土留め工 単独購入時キャンペーン価格

対象製品

橋梁長寿命化修繕計画策定支援システム Ver.5

通常価格

193,600 円
（税抜 176,000 円）

キャンペーン価格

174,240 円
（税抜 158,400 円）

弊社ソフトウェアの新規ご購入を検討されているお客様をご紹介頂くと、
FPBポイント5000ポイントをプレゼントいたします。
ご紹介ユーザ様は製品定価より10％OFFでご提供いたします。

対象製品例

UC-win/Road Ver.15 Standard

Shade3D Ver.22 Standard

3D パラメトリックツール水工

通常価格

660,000 円
（税抜 600,000 円）

52,800 円
（税抜 48,000 円）

55,000 円
（税抜 50,000 円）

キャンペーン価格

594,000 円
（税抜 540,000 円）

47,520 円
（税抜43,200 円）

49,500 円
（税抜45,000 円）

2021年9/2（木） ⇒ 2021年11/30（火）  

実施期間 2021年8/25（水） ⇒ 2021年11/30（火）  

実施期間 2021年10/1（金） ⇒ 2021年12/31（金）  

キャンペーン情報

INFORMATIONINFORMATION営業窓口／ FPBからのご案内

詳細はこちら ＞＞
https://www.forum8.co.jp/campaign/campaign.htm

FPBはフォーラムエイトポイントバンクの略称です
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スイートシリーズCM公開を記念いたしまして、
放送実施期間中スイートシリーズ製品を
定価の 半額にてご提供いたします。

対象製品

スイート建設会計

スイート法人会計

スイート給与計算

スイート給与計算 - 出面管理 -

スイート固定資産

スイート千鳥エンジン®

スイートデータ消去®

通常価格

275,000 円
（税抜 250,000 円）

165,000 円
（税抜 150,000 円）

165,000 円
（税抜 150,000 円）

275,000 円
（税抜 250,000 円）

165,000 円
（税抜 150,000 円）

88,000 円
（税抜 80,000 円）

198,000 円
（税抜 180,000 円）

キャンペーン価格

137,500 円
（税抜 125,000 円）

82,500 円
（税抜 75,000 円）

82,500 円
（税抜 75,000 円）

137,500 円
（税抜 125,000 円）

82,500 円
（税抜 75,000 円）

44,000 円
（税抜40,000 円）

99,000 円
（税抜 90,000 円）

パックン出演！CM放送連動
スイートシリーズ半額キャンペーン

実施期間 CM放映期間中

フォーラムエイトがパートナーとして協力する、FIA世界ラリー選手権2021/2022、
WEリーグ 大宮アルディージャのコラボレーショングッズが新たに登場。2022年1月
発行のUp&Coming新年号では、抽選によるコラボグッズの特別プレゼント企画を
実施予定ですので、ご期待ください。

FORUM8 Rally Japan／大宮アルディージャVENTUSコラボグッズ
抽選企画を本誌2022年1月号で実施！

お
知
ら
せ

FPB景品交換

FPB（フォーラムエイトポイントバンク）
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

①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） ※弊社から直販の場合に限ります
②フォーラムエイトオリジナル受託系サービス
（解析支援、VRサポート） ※ハード統合システムは対象外

加算方法

ご入金完了時に、ご購入金額（税抜）の1％（①）、0.5％（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：150％割増
　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。

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。

製品交換：当社製品定価150,000円以内の新規製品に限り製品定価
（税別）の約60％のポイントで交換可能。

有効期限 ポイント加算時から2年間有効

129,970
（2021年9月8日現在）

number of users
登録ユーザ数

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

詳細はこちら ＞＞　

https://www.forum8.co.jp/forum8/fpb.htm

熊本地震・ 東日本大地震関連支援団体へのポイント寄付

 ・日本赤十字社 https://www.jrc.or.jp/（義援金）

・（公社）日本ユネスコ協会連盟 https://www.unesco.or.jp/（支援募金）

ポイント寄付対象組織

※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ポイントによる表技協入会案内のお知らせ
FPBポイントを表技協入会に充てることができます。
最先端表現技術利用推進協会レポート（P.100-101）

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の課題やニーズに合っ
たITツール導入費の一部を補助することで、業務効率化・売上アッ
プをサポートする制度です。申請にあたっては、右のQRコードより
詳細ページをご確認の上、必要な手続きを行ってください。

詳細はこちら▼

IT導入補助金中小企業・小規模事業者対象

最大最大 �/��/�
�/��/�

類
型
類
型

類
型
類
型

Ａ・Ｂ

C・D

類
型
類
型

類
型
類
型

Ａ・Ｂ

C・DC・DC・D

��月��日（水）まで4次締切 ��月中（予定）5次締切

補助金

実質負担額
導入費用

�� （予定）��日（水）まで ��月中（予定）5次締切

���！���！万円万円

NPOシビルまちづくり
ステーション

http://www.itstation.jp/

フローレンス
https://fl orence.or.jp/

国境なき医師団
https://www.msf.or.jp/

ユネスコ
https://www.unesco.or.jp/

日本赤十字社
https://www.jrc.or.jp/

NPO
地域づくり工房

http://npo.omachi.org/

日本・雲南聯誼協会
http://www.jyfa.org/

赤い羽根共同募金
https://www.akaihane.or.jp/

交通遺児育英会
https://www.kotsuiji.com/

IT 導入補助金4次締切のご案内
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INFORMATIONINFORMATION営業窓口のお知らせ／ FPBからのご案内

FORUM8ユーザ要望アンケート2021　実施結果のご案内

平素より、弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

ユーザ要望アンケート2021の実施結果をお知らせいたします。

2021年7月1日から8月31日までの期間中、ユーザ情報ページからの

送信、FAX・メール返信、営業担当ヒアリング等により回収させていた

だきました。おかげさまで、多くの皆様からアンケートをお寄せ頂くこ

とができ、この場を借りて厚く御礼申し上げます。

回答では、製品・サービス・営業活動に対するご意見・ご要望を数多

く受領いたしました。ご指摘頂きました内容は真摯に受けとめ、今後の

製品開発に反映するとともに、各種サービスおよび営業活動に活かし

て参ります。みなさまからの個別のご意見・ご要望につきましては、対

応方針を検討・決定し、ご回答をお届けするとともに、順次改善対策に

取り組んでおります。

アンケート結果の詳細

（１）ご使用のソフトウェアおよび技術サービスの分類

ご使用のソフトウェアおよび技術サービスの分類について見ると、

図に示すとおり弊社製品の全般にわたってご使用頂いていることがわ

かります。中でも、道路土工、橋梁下部工、構造解析の使用頻度が高

く、次いで仮設工、基礎工、水工のソフトウェアの順となっています。

（２）ソフトウェア製品全般へのご要望

ソフトウェア製品全般へのご要望については、図に示すとおりでし

た。ご要望の傾向としては、機能追加要望（計算機能）、わかりやす

い入力・ガイド情報、機能追加要望（結果出力・計算書）、同（入力設

定）に関わる事項のご要望が大半を占めています。次いで、ヘルプ・マ

ニュアル、操作方法・簡素化、図面機能に関わる事項についてのご要

望が多くなっています。

（３）新規開発プログラムおよびサービスへのご要望

新規開発プログラムおよびサービスへのご要望については、図に示

すとおりでした。ご要望の傾向としては、チャットによる問合せ対応、

問合せ支援ツールWeb版、続いてセミナー関連テーマのワークショッ

プ、プロテクト、お問合せサポートへのご要望が多く寄せられました。

今回のアンケートでは、製品・サービス・営業活動に対するご意見・

ご要望を数多く受領いたしました。ご指摘頂きました内容は真摯に受

けとめ、今後の製品開発に反映するとともに、各種サービスおよび営

業活動に活かして参ります。みなさまからの個別のご意見・ご要望に

つきましては、対応方針を検討・決定し、ご回答をお届けするととも

に、順次改善対策に取り組んでおります。

フォーラムエイトは、設計者のみなさまのためのより優れたソフト

ウェア開発、サービス提供に努めてまいります。今後とも、どうぞよろ

しくお願いいたします。

ご使用のソフトウェアおよび技術サービスの分類

ソフトウェア製品全般へのご要望

新規開発プログラム、およびサービスへのご要望

地盤解析/地盤改良
3%

水工
9%

港湾
0%

道路土工
19%

仮設工
12%

基礎工
9%

橋梁下部工
16%

橋梁上部工
3%

構造解析／断面
15%

UC-1エンジニア・
スイート
1%

FEM解析
5%

サンプルデータ追加
2%

基準・
考え方
5% 操作方法

簡素化
10%

わかりやすい
入力ガイド情報
15%

わかりやすい
メッセージ
3%

機能追加要望
（入力設定）
14%

機能追加要望（計算機能）
16%

機能追加要望
（結果出力・計算書）
14%

図面機能
6%

製品間
連動
4%

ヘルプ・
マニュアル
11%

問合せ支援ツール
Web版
31%

チャットによる
問合せ対応
54%

入力支援（使って
いないと忘れる）
1%

新規開発プログラム、
新サービス
1%

問合せサポート
1%

プロテクト
ライセンス
3%

新サービス／
新製品のご関心
2%
セミナー関連
テーマの
ワークショップ
3%

セミナー
4%
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●製品についてのご意見

基準対応や機能拡張により入力が複雑になっていることへのご指

摘をいただいております。弊社ではわかりやすい入力を目指し、一部

製品では入力の選択肢にヒントを表示するように改善するなどしてお

りますが、まだまだ不十分な箇所も多いかと存じます。また、ヘルプや

Q&Aの内容を充実させると共に、それらを参照しやすいように改善し

たいと考えております。さらに、適用基準書の該当ページ記載や、標

準値・推奨値のセット機能なども強化し、経験の浅い技術者様でもで

きるだけ入力が容易になるように製品の改善を検討いたします。

また、計算書に関しても、報告書（計算書）に細かい設計条件等の

出典根拠を記載してほしいといった要望が増えてきております。いず

れの製品でも可能な限り出典先等を記載しておりますが、十分ではな

い点もあるかと存じます。今後、計算書の出力内容の改善に努めると

共に、ヘルプなどの考え方にも出典先だけでなく具体的なページ番号

などを明記するなど、よりわかりやすく改善していきます。

●サポートについてのご意見

弊社製品へのお問合せはメールおよび電話がご利用いただけます

が、チャット対応でのお問合せを希望する声が多く寄せられたため、

チャットボット的な機能も視野に入れサポートの強化を検討していき

ます。それまでは、操作方法等でのご不明な点に付きましては、これ

まで通り、問い合わせ窓口へお問い合わせ頂ければと存じます。

営業サポート窓口

e-mail：forum8@forum8.co.jp

東京都港区港南2-15-1　品川インターシティA棟21F

TEL（代表）：03-6894-1888

営業窓口（フリーダイヤル）：0120-1888-58

FAX：03-6894-3888

問合せ支援ツールWeb版へのご要望も多く頂きました。現状の問

合せ支援ツールはメール接続の方式となっているのに対して、ウェブ

ブラウザ上からスムーズに問合せ内容を送信できるよう改善を検討い

たします。

●セミナーについてのご意見

セミナーにつきましては、初心者向けのオンラインセミナーの開催

要望、セミナー開催頻度の増加をご希望される声がございました。現

状でも、勤務先やご自宅で受講可能なオンラインセミナーを提供して

おりますので、どうぞご利用ください。

また、セミナーのラインナップや内容についても、皆様からいただ

いたご意見をもとにブラッシュアップを行ってまいります。セミナー終

了後の関連テーマに関するワークショップの実施にも多くの関心をお

寄せ頂きましたので、こちらも検討を行ってまいります。

CPD付きセミナーを有効活用されているとのお声もあり、好評いた

だいております。

フェア・セミナー情報　▶P.83
https://seminar.forum8.co.jp/

セミナー情報ページから、製品、テーマ、種別など様々な条件でセミナーを検索可能

上記の他、新規製品・サービスへのご要望として、土工、水工、防

災関係など、幅広いご提案をいただいております。今後の製品開発・

サービス提供に役立ててまいりますので、今後とも、どうぞよろしくお

願いいたします。

今回のユーザ要望アンケートとは別に、フォーラムエイトでは年

間を通じて製品に関する評価・ご要望をインターネット（ユーザ情報

ページ）にて随時お受けしておりますので、今後とも製品へのご要望

などのご意見をお寄せいただければ幸いです。

アンケートでのご回答と弊社の取り組みについて

評価・ご要望は年間を通じても

ログイン後、トップの「製品評価要望」ボタンより回答可能
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■海保庁／初の測量機「あおばずく」本格始動／　　　　　　　

航空レーザー精度検証等終え運用へ

海上保安庁初の海洋調査を主任務とする、航空測量機「愛称：あお

ばずく」が本格始動する。第二管区海上保安本部仙台航空基地所属の

測量機「あおばずく」は、航空レーザー測深機で水深を測る航空機。

特に船での調査が難しい浅い海域を広範囲にわたり効率的に測深を

行い、航空レーザー測深機による海底地形調査及び精密低潮線調査

の任務にあたる。測量船では調査することができない水深が浅い海

域でも、安全に効率良く調査することができる。東日本大震災におけ

る被害状況の把握にも活用された。航空機とAOVの調査成果を組み

合わせることで、従来よりも高精度に低潮線位置が決定でき、新たな

低潮高地の発見など、領海やEEZ等の拡大につながることが期待で

きるとした。海上保安庁では、火山活動によって拡大した西之島の領

海及びEEZを画定するために、低潮線及び水深の調査を目的とした航

空レーザー測量を実施している。この調査データを解析した結果、平

成29年発行の海図記載の低潮線より、沖合に拡大していたため、令和

元年発行時点でわが国の領海とEEZを合わせた面積が約50平方km

拡大することが判明し、わが国の海洋権益確保に貢献した。当時、既

存の航空機に航空レーザー測深機を臨時設置し調査を実施した。　

（2021．07.09／5面） 

■OKI／無線・電池駆動「省電力構造物モニタリングシステム」の

長期安定動作を検証

OKIは、前田建設工業をはじめとする5社が設立した愛知道路コン

セッション（愛知県半田市）が運営する愛知県内の有料道路におい

て、無線・電池駆動の「省電力構造物モニタリングシステム」を用い

た橋梁支承部の健全性評価の実証実験を2018年8月から2021年1月

までの2年半にわたり実施した。その結果、従来の健全性評価で必要

だった現地における電源工事や配線工事を行うことなく、遠隔から

の橋梁の正常性確認が長期にわたり実施できることを確認したと発

表した。OKIは、本実証実験において電池駆動の無線加速度センサ

ー、無線変位計、無線カメラセンサーおよびゼロエナジーゲートウェ

イ（ZE―GW）を活用した「省電力構造物モニタリングシステム」を橋

梁の近くに設置し、桁の固有振動やたわみおよび主桁の伸縮をモニ

タリングした。ZE―GWは太陽電池と2次電池を組み合せて効率的に

充放電する仕組みを備えており、電源工事が不要だ。その他にも、省

電力な計測データ収集を実現するため、無線加速度センサー側で計

測データを分析処理することで、不要なデータ送信を削減している。

また、本実証実験では、主桁の伸縮量の分析を、無線カメラセンサー

で撮影した画像からも実施し、無線変位計で分析したデータと比較

して、2mm以下の誤差で分析できることを確認した。OKIは本実証実

験を活かし、インフラ構造物の老朽化対応が求められるさまざまな現

場に省電力なモニタリングシステムを提供していく。　　　　　　　

（2021.07.14／2面）

■日産自動車、ドコモ／オンデマンド配車サービスを実証／　　

自動運転車両を用いて

日産自動車（横浜市、内田誠社長）とNTTドコモは、横浜みなとみ

らいおよび中華街エリアにて、自動運転車両（自動運転SAEレベル2

相当）を用いたオンデマンド配車サービスの実証実験を9月21日から

開始すると発表した。少子高齢化に伴う公共交通のドライバー不足な

ど、地域社会が抱える交通サービスの課題解決に向けて、自動運転

サービスの実証実験を共同で実施する。本実証実験は、自動運転車

両を用いた交通サービス「Easy Ride（イージーライド）」とAI（人工知

能）を活用したオンデマンド交通システム「AI運行バス」を組み合わ

せて行う。「Easy Ride」は、誰もがどこからでも好きな場所へ自由に

移動できる新しい交通サービスの実現をめざし、2017年度から計2回

の実証実験を実施してきた。「AI運行バス」は、ドコモが提供する「高

度なAIによる配車制御で、乗りたいときに、乗りたい場所で、誰でも

簡単に乗車予約ができる（オンデマンド）サービス」。進化した日産

の自動運転車両とドコモの「AI運行バス」を組み合わせることで、将

来の完全自動運転による交通サービスをイメージさせる最新技術や

サービスを実際にモニターに体験してもらい、その実用性を検証する

ことを目的としている。本実証実験は、「自動運転ロボット利活用サー

ビス」として、神奈川県の「さがみロボット産業特区」における重点プ

ロジェクトにも位置づけられている。（2021. 07.28／2面）

■国交省／屋内ナビサービスの利便性を体感／　　　　　　　

屋内地図や測位技術活用の位置情報

国土交通省は、「高精度測位社会のプロジェクト」の一環として、屋

内地図や屋内測位技術を活用した位置情報サービスへのニーズ等を把

握する事業を開始した。ターミナル駅などの大規模な屋内・地下空間

での移動を迷うことなく安全で円滑に誘導するサービスを一般の人た

ちに無料で提供し、サービスのニーズや評価をアンケートで行う事業を

7月21日から開始したもので、9月30日まで実施する。同省では「是非こ

の機会に屋内サービスをご利用ください」（政策統括官付）と積極的な

利用を呼びかけている。利用できるサービスは、大規模で構造が複雑

なため迷いやすいターミナル駅や空港、複数の大規模商業施設が地下

歩道でつながる地域などを対象エリアとしており、また、ナビサービス

の機能もバリアフリールート検索、多言語対応、店舗やトイレ情報検

索、音声対応、AR対応など目的に応じて安全で最適なルート案内機

能が搭載されている。利用できるサービスは、JR東日本クロスステー

ション及びJR東日本コンサルタンツの東京ステーションナビ、日本橋

室町エリアマネジメントの日本橋室町地区におけるインクルーシブ・ナ

ビ、テレコムスクエアPinnAR、ジョルダンの新宿えきナビ2021Summer

（利用実態調査向けアプリ）、日本空港ビルデングのHANEDA　

MAP、川崎重工業のiPNT－K MAPの6サービス。　　　　　　　　

（2021. 08.06／4面）

電波タイムズダイジェストVol.28　2021.7～2021.9
このコーナーでは電波タイムズ紙で掲載されたニュースより、U&C 読
者の皆様に関連の深い画像・映像、情報通信、建設土木、自動車な
ど各分野の注目トピックをピックアップしてご紹介いたします。

■協力・記事提供:株式会社電波タイムス社:http://www.dempa-times.co.jp/  
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一般財団法人 VR推進協議会は、様々な産業分野での活用と発展のため、メーカー・
大学などの研究者・エンジニアに開放するVRを利用したバーチャルなプラットフォー
ムを提供することを目指し、各種活動を展開します。

オープンデータを活用した3DVRハザードマップの構築事例について

Vol.11
https://vrp.or.jp

■3DVRソフトウェアにおけるオープンデータを活用した3Dハザードマップへの適用例

■各種オープンデータについて

■3DVR浸水ハザードマップ
電子国土Webから読込んだ地形、プラトーなどのオープンデータか

ら建物情報を取り込み、ベース空間再現。浸水氾濫・津波などの高精度

な解析シミュレーション結果と連携して、VR Design Studio UC-win/

Road（開発：フォーラムエイト）で、可視化しています。これにより、防災

教育や避難訓練などにおいて、わかりやすい避難誘導説明を実現するこ

とが可能となっています。また、作成データは、Webで閲覧できる3DVR

データとしても公開可能で、全体俯瞰、避難場所の位置、浸水前後の様

子を様々な視点から確認することが可能となっています。

■3DVR土砂災害（土石流）ハザードマップ
電子国土Webから読込んだ地形や、測量データを取り込んだ地形の

3DVR空間をベースに、京都大学大学院農学研究科で開発された「土石

流シミュレータ（Kanako）」をソルバーとして解析された土砂災害（土石

流）の結果をVR Design Studio UC-win/Road（開発：フォーラムエイ

ト）で、可視化しています。

解析においては、土石流災害の防止・軽減策の有効な手段の一つとし

て考えられる、砂防堰堤の設置効果も検討することが可能です。また、

3DVRによる可視化やWebでの公開により、危険度が高い区域について

は、事前シミュレーションによる情報伝達や警戒避難体制の整備、地域

住民への危険の周知を図ることも可能となります。

VR推進協議会においても、今後これらを活用したVRプラットフォーム

の整備を順次進めてまいります。

地理情報、インフラ情報にかかわるオープンデータの一例としては、下記のようなものが順次公開され、利用できます。

TEL：03-6711-1973　FAX：03-6894-3888　E-Mail: vrp＠vrp.or.jpお問合わせ

当会の趣旨に賛同し、会の活動に参加、協力していただける会員を募集中！会員種別に応じて利用できる特典もご用意しております。

VR推進協議会 入会のご案内

▲申込フォーム「VR推進協議会」事務局

名称 Project PLATEAU（プラトー） G空間情報センター 国土交通データプラットフォーム 地理院地図（電子国土Web）

URL https://www.mlit.
go.jp/plateau/

https://www.geos
patial.jp/gp_front/

https://www.mlit-
data.jp/platform/

https://maps.gsi.
go.jp/

運営主体 国土交通省 （一社）社会基盤情報推進協議会 （一社）社会基盤情報推進協議会 国土交通省国土地理院

概要 道路（橋梁、トンネル等）、砂
防、ダム、港湾といった複数分
野の社会資本情報を登録した
システム。社会資本の基本情
報（施設名称、所在地、完成
時期等）や維持管理情報（点
検結果等）を簡易に検索し、分
析・2D地図上に表示が可能。

行政機関や民間が保有する多
種多様なG空間情報が登録さ
れている。基盤的情報、地形・
地質・土地分類、防災・災害、
気象観測等、環境、土地登記
等、統計その他。民間の提供す
るデータについても有償で利
用可能。

国土や経済活動、自然現象に
関するデータを検索・表示・
ダウンロード可能。2021年
8月リリースのVer2.0では、
PLATEAUと連携し、3D都市モ
デルの表示・検索・ダウンロード
が可能。各種データとAPI連携
を順次拡大予定。

標高データ、年代別の写真デー
タ、緊急輸送道路、防災地理情
報、指定緊急避難場所、道の駅
情報など、各種情報を閲覧す
ることが可能。Webブラウザ上
での3D表示機能やダウンロー
ド、色別標高図の作成などを行
うことが可能。

全体俯瞰（左上）、水位表示（右上）、避難所表示（左下）、浸水範囲・浸水深の表示（右下） 土石流解析結果の可視化
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第4回羽倉賞受賞記念講演会レポート

最新のICT技術を活用した最先端表現技術に関する発表が多数
今回も多様な分野の力作について、昨年の第4回羽倉賞受賞者の皆さまにご講演いただきました。どのご講演も大変素晴らしい内容でした。
回を重ねる毎にICT技術を新しい発想で表現技術に活用した興味深い作品発表が増えています。センシング技術を活用した、心臓血管外科医の名医
監修による手技再現への取組やMR採血手技自習支援などの医療用xR技術応用研究、通常2D空間で理解・作業するプログラムソースコードの3DVR
可視化による表現・応用へのチャレンジなど、各作品の最先端技術を改めて詳しく解説。応募時からさらに進んだ皆様の研究・開発の最新情報もご紹介
いただきました。
50名超となった参加者の方々や会員からチャットを通して多くの質問があり、高い関心のもと、活発なやりとりができました。第5回羽倉賞の募集開始、本
年度も期待が高まります。最先端表現技術利用推進協会では、随時会員募集も行っています。

日時：7月12日（月）13：30～17：00
会場：オンライン

地域経済の活性化を願い、「能登ひば」を使用した従来方式のアンプには
ない音響特性を持つスピーカーを開発。今後、大小さまざまな応用を広げ、
複数のスピーカーユニットとアンプを一体化したマルチアンプシステムでそ
の音響の魅力をより引き出すことを目指し、さらなる研究開発を進めています。

「能登ひばスピーカー」  北陸最先端音響工学研究所　所長　小杉剛司氏羽倉賞

1枚の着衣全身写真から全身3次元モデルとテクスチャを、1枚の顔画像から3
次元形状を推定し、さらに、動画3次元のダンス動作を認識しモデル化、歌唱か
ら歌手の個性を反映した歌い回しをモデリングし別の曲に転写するという技術に
より、ハイクオリティなデジタルヒューマンモデルの素早い生成を実現しています。

「1枚画像からのフォトリアリスティックな歌唱およびダンスキャラクタ自動生成」
早稲田大学 先進理工学部 応用物理学科　教授　森島繁生氏フォーラムエイト賞
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遠隔合奏を遅延なく実現するSYNCROOMとその技術につい
て紹介。2020年のコロナによる環境の変化で、ライブやスタジ
オでの活動に大幅な制約が生じ様々な人の演奏活動に支障を
きたしたが、SYNCROOMを使って離れた場所で演奏活動を行
い配信をする例が急増。演奏を継続的に楽しむための選択肢を
広げる技術として活躍しています。

「SYNCROOM」ヤマハ株式会社　SYNCROOMプロジェクト開発主幹　大島治氏 奨励賞

高校生と大学生が、高輝度プロジェクター10数台を用いて校
舎全体をプロジェクションアートの「デジタル掛軸」で包むイベン
トを、アクティブラーニングとして実施。コロナ禍において中止と
なった文化祭の代わりにこのプロジェクトを実施したことで話題
となり、TVのニュースでも紹介されました。

「『光のアートで校舎を包もう！』プロジェクト」 宝塚大学 東京メディア芸術学部　教授　渡邉哲意氏 奨励賞

ソースコードを分析してソフトウェアの構造を点や線で表し、VR
で疑似的に可視化することで、ソースコードの様々なレベルの概
念やオブジェクトなどを立体的に見渡し、関数単位のフォーカス
やデバッグの実行も行えます。これは、アイディア創出、設計、
実装、レビュー、検証など、ソフトウェア開発における各工程で
役立ちます。

「ソースコードVR可視化」 株式会社日立製作所　研究開発グループシステムイノベーションセンタ
システム生産性研究部 企画員、主任研究員　堀旭宏氏、川上真澄氏 奨励賞

さまざまな分野の熟練者による手指を使った技術を、巧緻動作
計測Hand-MoCapにより顕微鏡レベルで解析。これをCGで
表現し、HMDを介して立体的に観察し、さらに訓練用腕モデル
の併用で触覚フィードバックが得られる訓練システムを開発。医
療向けxRとして実用化するための応用研究としてさらなる展開
を行っています。

「採血手技自習支援用MRシステム」
秋田大学 大学院理工学研究科　数理・電気電子情報学専攻 人間情報工学コース 教授　水戸部一孝氏 奨励賞
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社会の未来を語るキーワード「シンギュラリティ」をテーマに、

長谷川章氏のアート眼が捉えるものを連載していきます。

人類が生命を超え、加速する未来を可視化する鍵を探ります。

真のデジタルアートとしてのデジタル掛け軸
～デジタルだからこそ捉えることができた人類初の移ろいを視覚化したアート～

デジタル掛け軸こそが真のデジタルアート

近年、NFT でデジタル作品が売買されているが、それらの作品はすべてアナログ作品をデジタルへ
焼き直したものにしか過ぎない。
真のデジタルアートは最初からデジタル生まれであるデジタル掛け軸だけと言える。
そもそもデジタル掛け軸は始まりがあって終わりがあるといった映像作品ではなく、10 年をかけて作画してきた
デジタルイメージをコンピューターでシャッフルしてアルファブレンドする常にリアルに生成する永久映像のアプリケーションである。
人類数千年の歴史において、デジタル技術を手にした人間が初めて捉えた芸術体験である移ろいこそが
デジタルアートの新しい概念を作り、アートの歴史における特異点を切り開いた。

なぜ掛け軸なのか

掛け軸とはなにか、そしてどこに、いつ掛けられるのか？
もともと、掛け軸は床の間に掛けられるようになったが、床の間とはそもそも座敷の空白であり、
掛け軸はその空白の間（空間）に掛けられてきた。
そして掛けるタイミングは春夏秋冬の季節の間であり、朝と夜の変化の間であり、また客と客の来訪の間である。
つまり掛け軸は空の間と時の間に掛けられてきたのであり、いわば時空の「間」の象徴なのである。
デジタル掛け軸は時空の間の永遠の「移ろい」を体感するアートであり、掛け軸の名はここから由来している。

「移ろい」とはなにか

どんなに時間を細かくしても、どんなに空間を細かくしても、人はその間に無限を感じることができる。
その感覚は、人間の物理的な認識機能に寄るものではなく、自分自身の心が創り出したものである。
人間の認識は最終的に網膜の解像度や神経伝達物質の反応速度といった物理条件によって制約されるが、
人の心はその物理的な限界を超えることができる。
この感覚を「移ろい」という。
ダヴィンチに始まり、ミケランジェロ、北斎、ピカソ……と時代ごとに芸術は生まれ、育まれてきたが、
それらはすべて物事を止めて描写するという固定化を伴うものであった。
これに対し、デジタル掛け軸は「移ろい」という全く新しいアート表現を発明した。
音楽も移ろう芸術であるが、音は視覚で捉えることができない。
そこで、世界で初めて「移ろい」の視覚化を実現したのがデジタル掛け軸なのである。
デジタル掛け軸はなにかの表現ではなく、観る者の心で、自ら美を創り出す営みのことである。
その「移ろい」を捉えられるのはあなた 1人。そして 1度きり。
だからこそ、デジタル掛け軸の体験は一期一会なのである。
つまりは「目を開けて夢を見る」。
それは自然現象を捉える感覚に等しい。
神道がいうところの「なにも語らず、なにも飾らず」。
神道には唯一実体としての神の存在がない。
同様にデジタル掛け軸にも意味や物語やタイトルはない。ただただ永遠に移ろい続けること。
ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。（方丈記）
色即是空、そして一期一会ということ。
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Akira  Hasegawa

長谷川 章（はせがわ あきら）

中国中央電視台CCTVのステーションロゴをはじめ、NHKのオリンピックオープニング(1996)、ニュースタイトル、

TV-CMなど数千本を制作。日本人の持つ無常の精神から空間・環境のアーティスティックなソリューションである　　

デジタル掛軸を発明し今日のプロジェクションマッピングの創始者となった。

イベント開催予定、

レポート掲載中!

「移ろい」生命・人

月や太陽の運行、地球の回転、植物や子どもの成長、暮れていく夕焼けなどは止まって見えるが、
その実ゆっくりと移ろっている。
生命は誕生以来、そのような移ろう環境の中にあり、また自分自身も移ろっていく。移ろいはまさに生命の記憶だと言える。
いま現代人は情報の激流にもまれ、生命に流れる時間の雄大さを見失っている。移ろいを忘れているのだ。
その移ろいを体感するとき、一人ひとりがそれぞれに今生きていることを実感するのだ。

2021 年　5月 22 日
越前大仏清大寺×デジタル掛軸

デジタル掛軸×FORUM8 タイアップ企画シリーズ　今後の開催予定

2021年 10 月 23日（土）
～10 月 24 日（日）

石川県金沢市 国立工芸館
DK ART SURPRISE（仮） 国立工芸館×デジタル掛軸



フォーラムエイト
FPB景品カタログ
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   Pick UP！　フォーラムエイトオリジナルグッズ

Amazonギフト券
（Eメールタイプ）

・10,000円 FPB 11,500 pt  
・3,000円 FPB   3,500 pt
・1,500円 FPB   1,800 pt
・500円  FPB  　600 pt

オリジナル図書カード

・500円券
・1000円券　各1枚

FPB 1,800 pt

木製マウスパッド
フューチャーインダストリーズ（株）

FPB 3,340 pt

竹製キーボード
フューチャーインダストリーズ（株）

FPB 5,400 pt

  出版書籍

行動、安全、文化、
「BeSeCu」

著者：エドウィン・R・ガリア
FORUM8 パブリッシング

FPB 2,200 pt

VRプレゼンテーションと
新しい街づくり

著者：福田 知弘／関 文夫 他
エクスナレッジ

FPB 3,200 pt

環境アセス&VRクラウド

著者：傘木 宏夫
FORUM8 パブリッシング

FPB 2,240 pt

フォーラムエイトが広げる
BIM/CIMワールド

著者：フォーラムエイト
日刊建設通信新聞社

FPB 2,000 pt

安全安心のピクトグラム

著者：太田 幸夫
FORUM8 パブリッシング

FPB 2,800 pt

避難誘導サイントータルシステム

著者：太田 幸夫
FORUM8 パブリッシング

FPB 2,800 pt

新版 地盤FEM解析入門

著者：蔡 飛
FORUM8 パブリッシング

FPB 1,900 pt

地下水は語る
－見えない資源の危機

著者：守田 優
岩波書店

FPB 700 pt

ICTグローバル
コラボレーションの薦め

著者：川村 敏郎
FORUM8 パブリッシング

FPB 600 pt

都市の地震防災

編著者：吉川 弘道
FORUM8 パブリッシング

FPB 1,300 pt

都市の洪水リスク解析

著者：守田 優
FORUM8 パブリッシング

FPB 1,900 pt

先端グラフィックス言語入門

著者：安福 健祐 他
FORUM8 パブリッシング

FPB 1,500 pt

できる！使える！
バーチャルリアリティ

監修：田中 成典
建通新聞社

FPB 3,300 pt

土木建築エンジニア
のプログラミング入門

著者：フォーラムエイト
FORUM8 パブリッシング

FPB 2,500 pt

エンジニアのための
LibreOffi ce入門

著者：フォーラムエイト
FORUM8 パブリッシング

FPB 800 pt

Android
プログラミング入門

著者：フォーラムエイト
FORUM8 パブリッシング

FPB 800 pt

漫画で学ぶ舗装工学

著者：阿部 忠行／稲垣 竜興
建設図書

・各種の舗装編 FPB 2,600 pt
・基礎編 FPB 2,700 pt
・新しい性能を求めて FPB 3,500 pt

3D技術が一番わかる

著者：町田 聡
技術評論社

FPB 1,900 pt

都市と建築のブログ 総覧

著者：福田 知弘
FORUM8 パブリッシング

FPB 2,000 pt

表現技術検定公式ガイドブック
情報処理編/データベース編

著者：石河 和喜
FORUM8 パブリッシング

各FPB2,240 ptt

数値シミュレーションで考える
構造解析【増補改訂版】

著者：吉川弘道／フォーラムエイト
FORUM8 パブリッシング

FPB 2,240 pt

Shade3D 公式ガイドブック 2020
日本語版/英語版

著者：Shade3D 開発グループ
FORUM8 パブリッシング

FPB 2,000 pt

VRで学ぶシリーズ

著者：稲垣 竜興
FORUM8 パブリッシング

各FPB 3,040 pt

有限要素法よもやま話

著者：原田 義明
FORUM8 パブリッシング
・Ⅰ数理エッセイ編 FPB 1,760 pt
・Ⅱ雑談エッセイ編 FPB 1,280 pt

超スマート社会のためのシステム開発

著者：三瀬 敏朗
FORUM8 パブリッシング

FPB 2,240 pt

橋百選

著者：NPOシビルまちづくりステーション
FORUM8 パブリッシング

FPB 2,560 pt

VRインパクト

著者：伊藤 裕二
ダイヤモンド・ビジネス企画

FPB 1,200 pt

夢のVR世紀

著者：川田 宏之
監修：福田 知弘
PJ総合研究所

FPB 1,440 pt

ゴルフ・キャディ
バッグペン立て
Bluebonnet

FPB 3,900 pt

ボールペン型
USBメモリ

フューチャーインダストリーズ（株）

FPB 3,040pt

ロゴ入り
オリジナルグッズ
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詳細はこちら

お申し込みは、ユーザ情報ページログイン後の専用フォーム、
または弊社営業窓口からお問い合わせください。

www.forum8.co.jp/forum8/FPB.htm

  OA機器・パソコン関連

  ECO関連   

昼光色 電球色

LED電球

パナソニック（株）

・昼光色 485lm（E26口金） FPB 1,090 pt
・電球色 485lm（E26口金） FPB 920 pt
・昼光色 480lm（E17口金） FPB 1,700 pt 
・電球色 390lm（E17口金） FPB 1,800 pt

オーガニック卵 

黒富士農場

FPB 2,600 pt

甲州ワインビーフ
カレー(中辛) 

小林牧場甲州ワインビーフ

FPB 3,600 pt

おそばで家呑みセット
「信州美麻 新行干しそば」
「信州美麻 そばおどかし」

合同会社 菜の花ステーション

FPB 8,000 p

ロハスオイルセット

なたね油2本、エゴマ油1本
菜の花生産組合 なたね油
合同会社 菜の花ステーション

FPB 5,000 pt

風穴 兄妹セット

「信州美麻 そばおどかし」
「菜の華」各720ml
合同会社 菜の花ステーション

FPB 6,000 pt 

菜の花 姉妹セット

「菜の華」720ml /「美麻
高原 菜の花オイル」100ml
合同会社 菜の花ステーション

FPB 6,000 pt

無農薬・季節野菜の
詰め合わせセット

ぐーももファーム

・中 FPB 5,000 pt
・大 FPB 7,600 pt

無農薬・季節野菜の
お取り寄せ（6回分）

ぐーももファーム

FPB 46,500 pt

無農薬野菜作り
体験セット

ぐーももファーム

・野菜コース
FPB 26,000 pt

無農薬野菜作り
体験セット

ぐーももファーム

・ハーブコース
FPB 26,000 pt

ソーラーチャージャー
(60W)

PowerFilm Inc

FPB 82,000 pt

ソーラーチャージャー
(USB)

PowerFilm Inc

FPB 6,900 pt

ウッドプラスチック製
敷板Wボード 

(株)ウッドプラスチック
テクノロジー

FPB 26,000 pt

自然と健康の会
年会費

・個人 FPB  50,000 pt

・法人FPB 360,000 pt

電源タップ

エレコム（株）

FPB 1,800 pt

USBハブ

（株）バッファロー

FPB 730 pt

全天球カメラ

RICOH

FPB 32,800 pt

デジタルカメラ
IXY200(RE)

キヤノン（株）

FPB 10,200 pt

デジタルカメラ
（1820万画素）

SONY

FPB 21,000 pt

ファンヒーター
空気清浄機能付

dyson 

FPB 56,100 pt

空気清浄機能付
テーブルファン

dyson

FPB 50,400 pt

扇風機
タワーファン

dyson

FPB 36,000 pt

コードレス
クリーナー

dyson

FPB 73,600 pt

めざましカーテン

Robit

FPB 6,300 pt

MaBeee

NOBARS

FPB 6,900 pt

Echo Show 5

Amazon

FPB 10,100 pt

体組成計インナー
スキャンデュアル

TANITA

FPB 16,600 pt

セサミスマートロック

Candy House

FPB 19,900 pt

Qrio Lock

Qrio

FPB 21,200 pt

関数電卓

カシオ計算機（株）

FPB 2,120 pt

ルンバ890
（R890060）

iRobot

FPB 44,500 pt

ディスプレイ切替器

サンワサプライ（株）

FPB 2,400 pt

※発送時期：6月～12月※発送時期：6月～12月

microSDHCカード

（株）トランセンド・ジャパン

・32GB FPB 1,420 pt
・16GB FPB 1,400 pt

microSDXC
カード 128GB 

Team

FPB 1,800 pt

USBフラッシュ
メモリ 256GB

Kingston

FPB 6,200 pt

USBフラッシュ
メモリ 128GB

サンディスク

FPB 2,470 pt

USBフラッシュ
メモリ 16GB

シリコンパワー

FPB 810 pt

USBフラッシュ
メモリ 512GB

Kingston
FPB 61,000 pt

外付けハードディスク
16TB

（株）バッファロー

FPB 138,000 pt

外付けハードディスク
12TB

（株）バッファロー

FPB 86,100 pt

LAN接続型ハードディスク
8TB

（株）バッファロー

FPB 47,600 pt

ポータブルハードディスク 
1TB

（株）アイ･オー･データ機器

FPB 7,400 pt

フラッシュメモリドライブ
（SSD）500GB

crucial

FPB 8,100 pt

23型マルチタッチパネル
液晶ディスプレイ

iiyama
FPB 43,000 pt

  その他

3DAY非常食セット

あんしんの殿堂防災館
FPB 9,500 pt

最先端表現技術利用推進協会 
年会費

  
・個人会員 FPB 18,000 pt  
・法人会員 FPB 120,000 pt

楽天ポイントギフトカード

・10,000 円 FPB 11,500 pt
・5,000円 FPB 6,000 pt
・3,000円 FPB 3,500 pt

「能を知る会」入場券

鎌倉公演 FPB 5,000pt
横浜公演（脇・中席） FPB 5,000pt
東京公演（脇・中席） FPB 5,500pt
横浜公演（正面席） FPB 6,500pt
東京公演（正面席） FPB 7,500pt

日本酒「愛してる」シリーズ

・ドライ FPB 2,360 pt
・プレミアム FPB 1,360 pt
・スパークリング FPB 1,160 pt
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「人生の寄り道はいかが？会話のラリーを楽しめるドライブ映画5選」
　テレワークの徹底や公共交通機関の利用自粛が叫ばれ続
け、今後ますますの外出自粛要請が予想される今、いかに娯
楽を楽しむかが大切ですよね。しかし、「おうち時間を楽しも
う！」と言われ続けてもう2年弱。さすがに自粛疲れした方も
多いのではないでしょうか？
　今回紹介する「ドライブ映画」は、公共交通機関を使わずに
自分の車を走らせるものばかり。公共の空間とは切り離され
た車内は「第2の家」と言っても過言ではないはず。自粛する
なら、せめて車で! ドライブで会話のラリーを楽しめる映画
をご紹介します。

相米信二による珠玉のドライブ映画
「風花」
「セーラー服と機関銃」で一世を風靡した相米信二監督の
映画。水商売を営み凄惨な過去を持つ女を小泉今日子が、エ
リート官僚ながらも将来に絶望する男を浅野忠信が演じま
す。小泉今日子から漠然と「実家に帰りたい」と告げられ、東
京から北海道まで車で移動する。たわいない車内の会話に
よって、2人の距離は少しずつ縮んでいく。他の相米信二作
品と比べると非常に静かですが、これぞドライブ映画の魅力
なのです。

「風花（かざはな）」 日本映画　上映時間：116分　公開年：2000年
監督：相米信二　出演：小泉今日子、浅野忠信、小日向文世、柄本明ほか
見所：どん底の人生からの再出発。こんな小泉今日子は見たことない

心もおなかも満たされる幸福の満漢全席！
「シェフ 三ツ星フードトラック始めました」
　2008年の「アイアンマン」を監督し、現代のMCU（マー
ベル・シネマティック・ユニバース）の礎を築いたジョン・ファ
ブローの制作・脚本・監督・主演を務めた作品。自分の作りた

い料理が作れず三ツ星レストランを辞め、裸一貫でフードト
ラックを始める主人公。旅路の中で息子との交流や同僚と
の熱い友情を育みながら、自分が本当に作りたいものを見
出していきます。
　「アイアンマン」の制作からキャリアが停滞した自身の実
人生が反映されている内容で、アイアンマン役のロバート・
ダウニーJr.がジョン・ファブローを励ますシーンにはグッと
来ます。

「シェフ 三ツ星フードトラック始めました」 アメリカ映画
上映時間：115分　公開年：2015年　監督：ジョン・ファブロー　
出演：ジョン・ファブロー、スカーレット・ヨハンソンほか
見所：ロバート・ダウニーJr.のカメオ出演も見逃せない！

さりげない気遣いが生涯の友を生む
「グリーンブック」
　2019年アカデミー作品賞を獲った今作。人種差別の激し
い1960年代のアメリカ。黒人のエリートピアニストと白人の
粗暴な用心棒兼ドライバーによる水と油のコンビが、車でア
メリカ縦断をする実話に基づいたドライブ映画です。アカデ
ミー作品賞らしく、人種差別やアメリカ史を取り込んでいま
すが、決してシリアスな展開にならず軽やかに爽やかに展開
されます。監督は「メリーに首ったけ」などコメディ映画の名
手であるピーター・ファレリー。車内のさりげないやり取りで
爆笑を、さりげない気遣いの演出が人種の壁を超え生涯の
友を生み出すのです。真面目なテーマですが、演出はさりげ
なくサッパリ。これまでのアカデミー作品賞にはない軽やか
なテンポが素晴らしいのです。

「グリーンブック」 アメリカ映画　上映時間：130分　公開年：2018年
監督：ピーター・ファレリー　出演：マハ―シャラ・アリ、ヴィゴ・モーテンセン
見所：水と油の二人が美しい友情を奏でる！ハートフルなアメリカ縦断物語
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かけがえのない時間を旅する
「さよならくちびる」
　インディーズで活動するギターデュオ「ハルレオ」の解散ツ
アーのために全国を旅する音楽ドライブ映画。距離が近すぎ
て仲違い。少し険悪なムードが漂うのですが、解散が近づく
につれて一心同体になるハルレオのメンバーたち。ラストに
歌う「さよならくちびる」はこれまでの旅路を物語る歌詞とな
り、ホロっと涙します。
　逼迫したスケジュールもなく、コインランドリーや居酒屋に
立ち寄り旅中のあれこれを省略せず見せていく。常にゆった
りとした時間が流れる世界が広がっています。
　劇中歌の提供は秦基博とあいみょん、役者は門脇麦、小
松菜奈、成田凌など商業映画に引っ張りだこのキャスト・アー
ティストを使った、隠れた良作です。

「さよならくちびる」 日本映画　上映時間：116分　公開年：2019年
監督：塩田明彦　出演：門脇麦、小松菜奈、成田凌ほか
見所：旬の俳優を使い、青春の1ページを切り取った隠れた良作

村上春樹の短編から生まれた、人生の旅路と魂の救済
「ドライブ・マイ・カー」
　妻を失った演出家の主人公と、彼のドライバーとなった若い
女性を描いた、人生の旅路と魂の救済がテーマのドライブ映
画。村上春樹の短編を原作とし、チェーホフの戯曲が引用され
ながらも、監督独自の作品として抜群の完成度を誇ります。
　土木学会田中賞を受賞した安芸難大橋の美しい風景を
バックに、2人のただならぬ会話劇が繰り広げられます。
　暴力シーンや激しい口調は一切なし。平坦な会話劇が中心
ですが、きっと心をわしづかみにされるでしょう。舞台挨拶で
西島秀俊さんも仰ってましたが、確実に「何かが起きている」
のです。
　カンヌ4冠を獲得した若手のホープ、濱口竜介の最新作。
ぜひ、今のうちに名前を覚えておいてください。

「ドライブ・マイ・カー」 日本映画　上映時間：116分　公開年：2021年
監督：濱口竜介　出演：西島秀俊、岡田将生、三浦透子、霧島れいか
見所：日本映画の未来を担う濱口竜介の傑作　カンヌ4冠は伊達じゃない

『さよならくちびる』
ブルーレイ：¥5,280（税込）　DVD：¥4,180（税込）
発売・販売元：ギャガ　
©2019 「さよならくちびる」製作委員会

『グリーンブック』
ブルーレイ：¥5,280（税込）　DVD：¥4,180（税込）
発売・販売元：ギャガ　
©2019 UNIVERSAL STUDIOS AND STORYTELLER DISTRIBUTION CO., LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
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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
宮崎支社

スパコンクラウド神戸研究室

中国上海 (Shanghai) 

中国青島 (Qingdao)

台湾台北 (Taiwan)

ハノイ (Vietnam)

ヤンゴン (Myanmar)

アイルランド / ロンドン / シドニー / 韓国

Tel 0985-58-1888　Fax 0985-55-3027

Tel 078-304-4885　Fax 078-304-4884

Mail info-china@forum8.com

Mail info-qingdao@forum8.com

Mail info-taiwan@forum8.com

Mail info-hanoi@forum8.com

Mail yangon@forum8.com

大阪支社　

福岡営業所

札幌事務所

名古屋ショールーム

仙台事務所

金沢事務所

岩手事務所

沖縄事務所

Tel 06-6882-2888　Fax 06-6882-2889　 

Tel 092-289-1880　Fax 092-289-1885

Tel 011-806-1888　Fax 011-806-1889

Tel 052-688-6888　Fax 052-688-7888

Tel 022-208-5588　Fax 022-208-5590

Tel 076-254-1888　Fax 076-255-3888　

Tel 019-694-1888　Fax 019-694-1888

Tel 098-951-1888 Fax 098-951-1889

ISO27001/27017 ISMS ISO22301BCMS ISO9001 QMS ISO14001 EMS
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※表示価格はすべて税込みです。製品名、社名は一般に各社の商標または登録商標です。仕様･価格などカタログ記載事項を予告なく変更する場合があります。 CopyRight FORUM8 Co., Ltd.
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最低限の入力で簡単設計 ＆ UC-1データ連携で効率的な照査
　　　　　　　自動設計シリーズ 新製品リリース！

最低限の入力で簡単設計 ＆ UC-1データ連携で効率的な照査
　　　　　　　自動設計シリーズ 新製品リリース！

自動設計 土留め工

基本条件、壁体種類、親杭間隔等の最小限の入力
だけで検討条件を満たす壁体を抽出

鋼矢板/軽量鋼矢板/親杭横矢板/鋼管矢板に対
応、支保工形式は自立式/切ばり支保工から選択

UC-1シリーズ「土留め工の設計・3DCAD」へのデー
タエクスポートに対応

複数ライセンス、マルチユーザでの利用が可能

自動設計×自動設計× 設計設計 連携イメージ連携イメージ

▲UC-1 Cloud 自動設計擁壁で概略設計を行
い、擁壁の設計・3D配筋にて杭配置の設定

▲UC-1 Cloud 自動設計BOXカルバートで概略
設計を行い、BOXカルバートの設計・3D 配筋
にて断面方向、縦方向のFRAME結果出力

擁壁の概略設計、レベル2地震時安定計算に対応

自動設計
擁壁 Ver.2 ￥215,600（税抜￥196,000）

BOXカルバートの概略設計、各種照査に対応

自動設計 BOX
カルバート Ver.2 ￥215,600（税抜￥196,000）

■入力画面 ■入力画面（基本条件） ■自動計算結果画面

キャンペーン期間 2021年11/30 火 まで  

UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、

土留め工単独購入で　　　　　　　、自動設計シリーズ3製品

（土留め工+擁壁+BOX）セット購入時　　　　　　　でご提供！

UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、

土留め工単独購入で　　　　　　　、自動設計シリーズ3製品

（土留め工+擁壁+BOX）セット購入時　　　　　　　でご提供！
��％OFF

��％OFF

詳細▶

￥174,240（税抜￥158,400）通常価格 ￥193,600 ⇒
￥499,840（税抜￥454,400）土留め工+擁壁+BOXセット  ￥624,800 ⇒

11/30まで限定キャンペーン特価！11/30まで限定キャンペーン特価！

UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、UC-1 Cloud 自動設計 土留め工の新リリースを記念して、

リリース記念キャンペーン 実施中！
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