
No.138
盛夏号

July 2022

［新製品紹介］

UC-win/Road Ver.16
BOXカルバートの設計・3D配筋 Ver.21
Shade3D Ver.23
［イベントレポート］

建設･測量 生産性向上展 CSPI-EXPO
人とくるまのテクノロジー展2022 横浜
富士スピードウェイ モーターファンフェスタ2022

［ユーザ紹介］

前田建設工業株式会社
［アカデミーユーザ紹介］

専門学校 岡山情報ビジネス学院
［ユーザ製品体験レポート］

協同組合 土木設計センター／
株式会社栄コンサルタント 大脇清司氏

［Shade3D インタビュー］

東京テクニカルカレッジ インテリア科

［連載］

都市と建築のブログ
vol.58 豊田：toyocba

UC-win/Road16リリースUC i /R dd16リリ ス

FORUM8 Co., Ltd.up-and-coming「進取的な、向上している」─ ＵＣシリーズの名前の由来です



Ultimate　    ： ¥1,892,000（税抜￥1,720,000）
Driving Sim ： ¥1,210,000（税抜￥1,100,000）
Advanced    ： ¥968,000（税抜￥880,000）
Standard       ： ¥660,000（税抜￥600,000）
CIM Lite            ： ¥528,000（税抜￥480,000）
Presentation： ¥72,600 （税抜￥66,000）

NONO.1

Ver.16 の主な新機能

国土交通省が進めている3D都市モデルプロ
ジェクトPLATEAU（プラトー）で作成された都
市モデルのCityGML形式を読み込んで、
UC-win/Roadのみですべての都市モデル
データを読み込むことが可能となりました。

外部ソフトで作成した道路ネットワーク（道路、車
線）をOpenDRIVEを介してUC-win/Roadへイ
ンポートすることで、シミュレーション環境作成に
掛かるコスト削減を目的とします 。

CityGMLとPLATEAU対応の拡張 ASAM OpenDRIVE®対応 クラスターマルチユーザ機能の拡張

マルチユーザークラスター機能と協調してシナリ
オの遷移条件をクライアントユーザの状態により
変化させることができます。イベントについてもメ
インユーザだけでなくクライアントユーザに対して
発行できます。

道路付属物の編集画面を拡張し、テクスチャとモデル一斉更新や一覧表
示によるソートとデータ検索が容易に。
雨、雪、風の気象表現の徐々変化に対応。
ログ出力機能は一定の時間刻みに出力できるように拡張。
ナビゲーションのキーボードショートカットを自由にカスタマイズ可能。

●

●
●
●

その他の機能拡張

UAVプラグイン：緊急停止ボタン対応
自律飛行でフライトミッションを実行する際に、飛行
中のUAVを迅速に停止させなければいけない不測
の事態に対応できるよう、無線方式の緊急停止ボタ
ンを追加しました。Android端末の近くにいる人なら
ばいつでもUAVを停止できるようにしています。

レンダリング機能強化

環境マッピング機能

自動車のボディに反射した空の色を再現する環境マッピング機能を追加しました。
環境マッピングは高度な照明、または昼間の影が有効な場合に使用することが可能
です。環境マッピングを適用する強さは3Dモデルで設定する輝度の設定と、描画オ
プションのグローバル反射係数の積によって決まります。

自動車のフロントガラスに太陽光や照明の光が当たって反射する際の表現がより写
実的になりました。高度な照明、または昼間の影が有効の場合に反射光の計算を行
います。

半透明ポリゴンの鏡面反射対応
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新連載

皆様より広くご意見・ご要望を承るため、製品・技術サー

ビスについてのアンケートを同封しています。ご回答いた

だいた方には特典をご用意しています。	

▲

詳細：P.88

広報・HP満足度アンケートに
ご協力ください！



「昨今、たくさんのICT（情報通信技術）

機器やソフトウェア、クラウドなどのいろいろ

なサービスが出てきています」

本社の土木技術部門にあって全国をカ

バー。それぞれのICTの推進を通じ、生産性

向上や価値創造に繋げていくことを自身らの

役割と、前田建設工業株式会社土木事業本

部土木技術部の工藤新一・ICT推進グループ

長は位置づけます。では、どのようなICTでも

取り入れていいのかと言えば、「良いものは

何でもいいけれど、（それらを）実際に試して

みなければ、本当に良いものか分からない」

ところはある。加えて、万能なツールで、すべ

ての場面に使えるなどというものは、ほぼあ

り得ない。とは言え、最初から「あれはダメ、

これはダメ」と決めつけてしまうのではなく、

「基本的にはいろいろなものを取り入れ、使

い分けていく」。したがって、数ある道具の

選択肢の中から実用性をしっかりと検証し、

当該現場の条件に応じた適用性を見極めた

うえで展開する、とのグループとしてのスタン

スを説きます。

一方、社内でICTの普及展開を図っても、そ

れにより自社のみにメリットがあるのでは、

外部の理解は得られない。結果的に独りよ

がりの効率化になり、効果は限定されてしま

いがち。つまり、発注者や協力会社などプロ

ジェクトの関係者間でデータやシステムを連

携し、双方のメリットや全体最適に留意して

いく必要がある。そこで近年は、ICTの導入

に当たって、社内と同時に相手側にもリテラ

シーを上げてもらえるよう努めている、と氏

は述べます。

今回ご紹介するユーザーは、前田建設工

業株式会社の土木技術部門でICTに特化し

て取り組む「ICT推進グループ」です。同社で

は長年にわたり「UC-1シリーズ」の各種設計

ソフトや3次元（3D）積層プレート・ケーブル

の動的非線形解析「Engineer’s Studio®」

（ES）、3DリアルタイムVRソフトウェア

「UC-win/Road」などを利用。同グループは

特に近年、前述のような視点を踏まえつつ、

一層高度な活用を進めてきています。

インフロニア・ホールディングスを
通じた新たな展開も

前田建設工業株式会社は、1919年に福

井県で創業（現行社名としての設立は1946

Users Report
ユーザー紹介／第 138 回

前田建設工業株式会社
土木事業本部 土木技術部 ICT推進グループ

土木現場の条件に応じたICT適用を支援、生産性向上とともに全体最適に留意
UC-win/RoadやES 、各種ソフトの効果的な活用を模索、更なる展開をリード
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年）。以来100年超を経る中で、山岳土木か

ら都市土木、建築、海外などへと事業分野を

拡大。今日では直轄部門のほか、経営革新本

部、建築事業本部および土木事業本部の3本

部より構成。本店（東京都千代田区）の下に

北海道、東北、関東、東京建築、東京土木、

北陸、中部、関西、中国、四国、九州および沖

縄の12支店を設置。それらに3200名超の従

業員を配置しています。

そのうち今回お話を伺ったのは、土木分野

全般を統括する土木事業本部にあって、1）

技術の開発、2）技術の普及・展開、3）技術

的な現場の支援―を担う土木技術部。その中

で特に、技術サポート、環境整備、人材育成、

技術開発、BIM/CIM対応などICT全般を通じ

て現場支援を担うICT推進グループです。

また同社は2021年10月、前田道路株式会

社および株式会社前田製作所とともに共同

持ち株会社「インフロニア・ホールディング

ス株式会社」を設立。インフラが抱える課

題に対し、各社が培ってきた技術力やパート

ナーシップを結集。既成概念に囚われず、イ

ノベーティブな発想で世界中に最適なサービ

スを提供する「総合インフラサービス企業」

としての展開を標榜しています。これを反映

し、ICT推進グループとしても従来の事業領

域を超えて広がるICT活用のニーズを視野に

入れている（工藤グループ長）といいます。

交通規制や土砂運搬作業などで
UC-win/Roadを効果的に適用

同社のUC-win/Roadとの関わりは、当時の

設計技術部が導入した2006年に遡ります。

一方、今回ご紹介するICT推進グループが、

実際の業務に初めてUC-win/Roadを適用し

たのは2018年。同社は、道路を占用して工

事を行うため、交通規制する必要のある道

路改良工事のプロジェクトに参加。そのよう

なケースではそれまで、図面や写真を含む紙

の資料を作成し、警察への届け出、あるいは

発注者やプロジェクト関係部署との協議調

整などに臨むのが通常でした。これに対して

当該プロジェクトでは、3DVRの活用を提案

し、交通規制による車線減少やそのもたらす

渋滞、赤信号時の交通の滞留などの状況をシ

ミュレーション。ドライバーや歩行者からの

視認性を高めることにより協議が円滑化し、

合意形成が容易になるよう意図。従来型の

資料に加えて用いられています。

実際にそれを使って協議すると、受発注者

ともに効果が実感されたことから、他の様々

な現場にも展開。その後、同グループが直接

取り組んだトンネル工事の土砂運搬計画2件

と東北の復旧工事1件でもUC-win/Roadを

活用。それらとは別に現場が独自に取り入れ

ているケースもあるはず、と工藤グループ長

は語ります。

そのうちトンネル工事の土砂運搬計画で

は、2021年にUC-win/Roadを用い実際に

通るルートの条件を反映してシミュレーショ

ン。建設発生土を運ぶダンプ車両の最適な

台数の見極めなどを行っています。

これまでのUC-win/Road利用を通じ、同

氏は「ソフトウェアとしては良いもの」と評

価。ただ、現場の関係者や発注者側にUC-

win/Roadの説明から始めなければならない

ケースもあり、それが広範に認知され双方の

リテラシーが高まれば、よりメリットのある

ものになるのでは、との見方を示します。

「（プロジェクト関係者の間でUC-win/

Roadが）ある程度認知され、その基礎が分

かっていれば、もっと活用の場面も広がって

くるのではと思っています」

幅広い分野の設計で広がる
UC-1シリーズやESの活用

設計・施工分離の発注方式による公共工

事を多く手掛けるゼネコンとして、同社土木

事業部門で扱う設計業務は、1）元々の設計

条件が変わり、実際の現場に合う条件で再

設計しなければならないケース（条件が複雑

UC-win/Roadを交通規制や土砂運搬作業などのシミュレーションに活用
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になりがち）、2）設計と施工を一括で発注す

るデザインビルド方式のケース（多くは民間

企業向け）―の主に2通り、とICT推進グルー

プの坂藤勇太・主査は述べます。氏は土木設

計部を経て、2019～2020年度に国土交通省

国土技術政策総合研究所（国総研）の社会

資本情報基盤研究室に出向し、BIM/CIM関

係の基準整備などに携わっていた経緯もあ

り、現在同グループでBIM/CIMを中心とする

現場支援や技術開発を主に担っています。

「UC-1シリーズ」の各種設計ソフトは、一

部製品名が変わっているものの、古くから同

社設計部門で使用。自身が15年前に入社し

た当時、最初に触れたソフトが任意形の平面

骨組解析プログラム「FRAME（面内）」と、

鉄筋コンクリート断面計算プログラム「RC

断面計算」（いずれも『UC-1シリーズ』）だっ

た、と振り返ります。

同社の設計部門は、1）地盤、2）橋梁・構

造、3）耐震・構造物、4）トンネル―の大きく

4分野に分けられ、各分野では共通して基本

的に上記2ソフトを使用。さらに例えば、地

盤関係では「擁壁の設計」や「仮設構台の設

計」、橋梁・構造関係では「橋台の設計」とい

うように、UC-1シリーズの各種ソフトが継続

的に多数活用されてきています。

「おそらく当社で最初にEngineer’s Studio®

（ES）を使った事例」と同氏が挙げるのは、

2014年にRC構造の水槽を解析した民間案

件。当時、2Dの設計が基本でFRAME（面

内）などが主に用いられていた中、そこでは

荷重条件や構造解析など3D的な解析が求め

られ、既存ツールによる2D的な解析では仕

様が非常に大きくなると想定。ESの導入に

至っています。

同社では現在、UC-1シリーズの各種ソフ

トを従来同様に駆使。一方、3D的な解析が

大幅に増加してきたのを受け、ESも前述の

4分野すべてで活用が広がっています。そう

した背景として同氏は、各ソフトの計算・解

析の結果のリアルタイムかつビジュアル的な

分かりやすさを評価。またUC-1シリーズで

の、BIM/CIMに対応した3Dモデル描き出し

などの機能追加、鉄筋コンクリート構造物

の2D非線形動的解析／静的解析プログラム

「WCOMD」の、同社独自のニーズに対応し

たアドオンによる柔軟な機能追加にも言及し

ます。

設計条件に応じた各ツールの
選定と結果の評価

同グループでBIM/CIMや既存ICTツール

の現場展開に向けた支援に従事。その一環と

して、グループ内におけるUC-win/Roadの利

用を主に担う室屋志夢・主任は、交通シミュ

レーションに当たっての、自身らのアプロー

チを提示。シミュレーションを通じて取得さ

れるデータをそのまま鵜呑みにするのでは

なく、併せて現地でダンプなどを実際に用い

て追跡調査を実施。その結果とシミュレー

ションとの整合性などを精査することで、シ

ミュレーション・データそのものの信頼性を

高め、一層使えるようにしていくことの意義

を説きます。

また同社設計部門では、FRAME（面内）

からEngineer’s Studio®（ES）へという、使

用するソフトウェアの流れを背景に、ESの使

用者の裾野が着実に拡大。その2Dから3Dへ

の解析のシフトは、荷重などがビジュアル的

に分かりやすくなっているものの、拘束条件

の複雑化などによりエンジニアが間違えやす

い面もある、と坂藤氏は指摘。ESを、条件を

入れると結果が出てくる設計ソフトのように

ではなく、FEM解析ソフトとして注意深く扱

うべき、との考えを示します。

「（利用している各種）ツールは非常に良

いものだと思っていますけれど、設計条件は

様々です。そのため、条件に合わせたツール

の使い方をユーザーがしっかり考えることが

大事では」。そこでは、単に「使ってみる」とい

うのではなく、それぞれの条件に合ったソフト

ウェアの使い方を本当にしているかがポイント

になる、と工藤グループ長は解説します。

また、坂藤氏は、条件を入れるとすぐに

答えが得られて数量計算なども作成される

近年のソフトウェアの進歩へと話を展開。た

だ、そうしたソフト側の機能充実に伴い生産

性は向上する半面、それまで手間がかかるな

りに培われていた技術力が低下してしまうの

では、と懸念。技術力を継続的に高めていける

ような取り組みが必要になる、と述べます。

これに関連して工藤グループ長は、手で計

算していると導き出した答えから、そこに計

算ミスがあればある程度は感覚的に分かる

としながら、自動的に答えが出てしまったも

のに対しては、よほど細かい数式まで理解し

ていないと、たとえアウトプットが間違ってい

てもなかなか気づくことが出来ない、と位置

づけ。そのような際、入力のところでミスをし

にくいインターフェースになってきているとは

言え、「アウトプットを見て分かる感覚」を養っ

ていくこともやはり重要になる、と語ります。

（執筆：池野 隆）

橋梁をはじめとした様々な構造物の設計業務でEngineer’s Studio®を活用「ICT推進グループ」では既存ICTツールの高度活用や効果的な現場展開を推進している
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学校法人三友学園　専門学校岡山情報ビジネス学院
情報スペシャリスト学科／情報システム学科
Okayama Information College

Society 5.0に対応する人材育成へ、人間性の育成を基軸に、資格取得と実務能力開発を目指す

Shade3Dによる3Dモデル作成に注目、Webベースの3DVR空間構築も視野

学校法人三友学園　専門学校岡山情報ビジネス学院
情報スペシャリスト学科／情報システム学科

URL　https://www.oic-ok.ac.jp

所在地　岡山市北区

教育内容：（情報スペシャリスト学科）プログラミ
ング、ネットワーク、セキュリティなど、（情報システ
ム学科）システム開発、モバイルアプリ、およびコン
ピュータ制御

Academy User
 vol.33

「（自身がけん引する2つの）学科の中では
ICT（情報通信技術）の活用にあたり、学生た
ちがより実践力を高めるための取り組みとし
て、『チーム開発』（のアプローチ）を多く取り
入れています」
もともと地元岡山でシステムエンジニア

（SE）として実績を積み、現在は専門学校岡
山情報ビジネス学院において情報スペシャリ
スト学科および情報システム学科の双方で学
科長を務める、伊藤宏一郎先生。そのような
背景から、自ら「システム開発に携わる実際の
現場では、チームワークが欠かせない」との確
信を醸成。そこで、両学科の様々な授業にわ
たって、学生は4～5名から成るチームを組ん
で学習。併せて、チーム内で個々の学生がそ
れぞれに課される役割を明確化。各々が主体
的に取り組むことで、チームとして対峙する共
通の課題を学生自身が解決していく力を身に
付けられるよう意図してきた、といいます。プ
ログラムや、様々な最新技術は課題解決のた
めの手段であり、本来の目的を明確にし、どう
すれば達成できるのか、を考えるように指導
してきた。そうしたプロセスを通じ、学生一人
ひとりがしっかりと自分の力で考え、課題を解

決し、自立した人生を切り開く、との方針が貫

かれています。

氏はまた、前述の各学科で直接学生らを指

導する傍ら、教務課長補佐として学院内の情

報系を中心とする多様な学科を統括。当該学

科のカリキュラム編成をはじめ、学生の募集

や就職支援など学院の運営面にも広く関わっ

てきています。

そのような中、2020年冬にフォーラムエイ

トの先進の各種VR関連ソリューションに触

れ、自らが担当する2学科はもちろん、学内の

様々な学科におけるその活用の可能性を実

感。2021年初め、手始めとして当社の統合型

3DCGソフトウェア「Shade3D」の導入を決

定。2021年度の情報スペシャリスト学科3年

生向け前期授業（4～7月）として、Shade3D

とWebGLの利用をベースとする授業「VR開

発」を実施。またその前段として春休み期間

の2021年2～3月、情報スペシャリスト学科の

新3年生と情報システム学科の新2年生を対象

にShade3Dの利用体験を目的とする「特別講

義」を開講。翌2022年2～3月にも、前年度と

同様な構成で同講義を行っています。

情報スペシャリスト学科、情報システム学科
学科長 伊藤宏一郎先生

岡山情報ビジネス学院　学校案内
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専門領域とともに人間性教育に力

専門学校岡山情報ビジネス学院（OIC）は

1985年、日本カバヤ・オハヨーホールディング

ス株式会社（本社岡山市）を核とするグルー

プ企業の一つ、学校法人三友学園により設

立。翌1986年に「私塾 岡山情報ビジネス学

院」として開校し、同年に岡山県より専門学

校として認可されたのを受け、現行名に改称

しています。

OICは、先行き不透明な時代を生き抜くた

めに、専門知識や技術だけではなく、それを

活かすための「人間力」の両方を養うことで、

卒業後、社会に居場所を持ち自立して人生を

歩んでいける社会人へと成長することを目指

しています。

開校以来、専門学校として“学生の幸せ”を

第一に考え、教育と誠実に向き合ってきまし

た。卒業生の総数は12,000名を超え、幅広い

分野の最前線で活躍しており、多くの事業所

様から高い評価をいただいています。同学院

は現在、1）医療福祉事務学科、2）診療情報

管理士学科、3）ホテル・ブライダル学科、4）

経営アシスト学科、5）公務員学科、6）公務員

速習学科、7）保育学科、8）情報スペシャリス

ト学科、9）情報システム学科、10）ゲームクリ

エイター学科、11）ゲームプログラマー学科、

12）データマーケター学科、13）ネット・動画

クリエイター学科、14）CGデザイン学科 ― の

14学科、および留学生を対象とする15）国際

ITシステム学科から構成。岡山駅に隣接する

校舎（2006年完成）には、全学科合わせて約

1,100名に及ぶ学生が在籍しています。

Shade3Dを採用した情報系2学科

冒頭でも触れたように、OICのカリキュラム

におけるShade3D採用を具体化してきた伊

藤先生は、学院運営の側面から複数学科の支

援に関わるとともに、学科長として2つの学科

を主導しています。

その一つ「情報スペシャリスト学科」は、3

年課程でIT（情報技術）の基礎からAI（人工

知能）、VR、クラウドなどSociety 5.0を見据

えた高度な専門技術を学習。そこでは単に知

識のみならず実務能力を養う狙いから、1）基

本情報技術者試験や応用情報技術者試験を

はじめとする資格取得に加え、2）アプリケー

ションの開発に欠かせないフロントエンド、サ

ーバサイド、インフラなどの技術を広く、深く

学習、3）プロジェクト型学習（PBL）により実

社会や学校内における業務上の課題に対し学

生が課題解決方法を考え実践 ― という3つ

を柱にカリキュラムを構成しています。

一方、「情報システム学科」は2年課程の限

られた期間で即戦力となる人材を養成するた

め、まずITの基礎を学習。その上で、1）システ

ム開発や国家資格の取得を目指す「システム

開発専攻」、2）自らのアイディアを形にするた

めモバイル系の言語でアプリを開発する「モ

バイルアプリ専攻」、3）実際に工場で動く機

械やロボットを制御するためのプログラミン

グを学習する「コンピュータ制御専攻」 ― の

3つの専攻に分かれ、それぞれに特化した専門

知識の修得を目指します。

両学科に共通するのが、学生の主体性を活

かした学びを実現することです。確かなIT技

術に立脚し、自ら考える力を身に付けて実践

する力を身に付けることで即戦力となるエン

ジニアを育成する狙い、といいます。

現在、情報スペシャリスト学科1年生は約50

名、情報システム学科1年生は約80名の学生

が在籍。それぞれ4名の常勤講師に加え、VR

など最先端の授業では随時非常勤の講師を

招聘する体制が取られています。

当社のVRソリューションに注目、
Shade3D利用の特別講義・
授業の設置へ

2020年冬、一般社団法人全国専門学校

教育研究会（全専研）の加盟校で催された

フォーラムエイトの講演を当時のOICの常務

理事と教務課長が聴講。そこで、VRをゲーム

的な要素としてではなく、職業教育や実習な

どの業務分野で活用している側面に注目し、

そのような当社の各種VRソリューションを学

VR開発特別講義では、Shade3Dを使ったモデルをWebGLで動作させる実習を行った
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院の授業に取り入れてはどうか、という話が

伊藤先生にもたらされます。

氏は改めて、業務上で使用されるVRに新

たな可能性を感じ、様々な製品ラインナップ

の中から検討。フロントエンド分野のカリキュ

ラムとして学習しているJavaScriptを発展さ

せ、JavaScriptのフレームワークbabylon.js

を用いて、ブラウザ上に3Dシーンを作成し、

Shade3Dで作成した３Dモデルを動かす経験

が出来るよう意図されました。

そのためにはまずShade3Dを体験してみ

ようということで、春休み期間中の2021年

2～3月、企業連携授業として、情報スペシャ

リスト学科の新3年生（約40名）と情報シス

テム学科の新2年生（約60名）を対象とした

「VR開発特別講義」（総期間は2週間）を実

施。新型コロナ対策として、本来対面での授

業を行う所を、フォーラムエイト協力のもと

複数スタッフがリモートで講師を務め、学生

はリモートで繋がった分散教室にて実習を

行った。前半はVRの最新概況やShade3Dの

操作方法などをレクチャーし、基本的なVR

に対する動作を学んだ後、後半は「岡山の観

光業を盛り上げる」というテーマで、コンセプ

トを発案し、自分たちの考えたアイデアをも

とにShade3Dを使って3Dモデルを作成しま

した。その際、総勢約100名の学生は4～5名

のチーム毎に3Dモデルの作成からプレゼン

テーションまで行い、予選会を経て選考され

た代表チームの成果は全参加学生に公表さ

れました。

この特別講義を受け、2021年度の通常カリ

キュラムの中にVRの授業を取り入れることと

し、情報スペシャリスト学科3年生（約40名）

向け前期授業（4～7月）として「VR開発」を

設置。講師のフォーラムエイト・スタッフと学

生は皆、オンラインで参加する形が取られま

した。授業では最初の3カ月間にShade3D

の基本的な使い方やモデリングの方法、

JavaScriptを用いたモデルの操作方法など

の技術演習を実施。最後の1カ月間はチーム

開発の手法により設定したテーマに沿った作

品作りからプレゼンテーションまでを行いま

した。

これらの実績を背景に、「VRの体験を学

生たちに引き続きさせたい」との思いがあり、

2022年2～3月も前年度と同じような構成で特

別講義を実施。情報スペシャリスト学科の新3

年生（約50名）と情報システム学科の新2年生

（約60名）が参加しています。

学生にとって初めて使うモデリングツール

だったにもかかわらず、短期間のレクチャーを

受けただけでスピード感や操作性の良さが窺

われた、と伊藤先生はShade3Dの印象を述

べます。

VRの可能性を視野、
手段としての技術の活用へ

昨今、メタバースをはじめVRのエンターテ

インメント的な利用の側面が主に脚光を浴

びる傾向が窺われるとしつつ、伊藤先生はそ

の、担当学科がターゲットとする顧客の業務

上の課題解決や新しい価値提供の手段として

の可能性に言及します。

氏はもともと、フォーラムエイトの各種VR 

ソリューションの中で、特に3DVRで構築され 

た空間にアバターなどのコミュニケーション 

ツールを用い、Webベースでバーチャルショー 

ルームや作業訓練、テレワークなど様々な適 

用が可能な「F8VPS」に注目。「F8VPS」を用

いてOICの多様な学科のビジネスシーンをVR

で再現することができれば、学科の垣根を超

え、情報系学生の研究開発力の向上はもちろ

ん、学内に幅広く相乗効果をもたらし得るので

は、との構想が描かれました。Shade3Dはい

わば、バーチャルプラットフォームを作る際の

基盤的なツールとして学生が早期に使えるよ

うにしておくことが重要になる、との観点から

導入された経緯があります。「学生に対して日

頃から言っているのは、手段としての技術をど

う活かすかということです」

VRをはじめとする新しい技術が近年急速

に発展・普及してくる中で、「その技術を使う

目的は何か」「誰のために使うのか」を学生が

意識し、利用者の目線に立って物事を考える力

を養って欲しい。今回、Shade3Dを用いた授

業の中で学生はアイディアを形にするプロセス

を体験したことから、「それを見た顧客がどう

感じるか」「これが顧客の課題解決に繋がって

いるか」をきちんと考え、それを実現する手段

としていろいろな「引き出し」を持てるエンジ

ニアに育てていきたい。その意味では、今回の

授業や特別講義を通じ、学生たちの知識や問

題解決への対応の幅は確かに広がってきてい

るはず、と伊藤先生は述べます。

「（こうしたことを踏まえ）学生には好奇心

を持って、これからの新しい技術に積極的に取

り組んでいって欲しいと思います」

（執筆：池野隆）

岡山情報ビジネス学院の先生方
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山岳部の斜面上で橋梁下部工等の構造物を建設

する場合の掘削方法としては、オープン掘削、親杭横

矢板方式による土留めが一般的である。しかし、地形

が急峻になると、オープン掘削では長大斜面が発生

し、大量の掘削土砂及び用地が必要となり現況地形

に悪影響を与える。また、完成後の斜面の安定性や

維持管理費が問題となる。一方、親杭横矢板方式に

よる土留めでは土留め杭施工重機の設置が必要とな

り広範囲の施工ヤードとなるうえに、アンカーを設置し

ながらの掘削となるため工事期間が長くなり工費も割

高となってくる。 図1

竹割り型構造物掘削工法は、これらの問題を解決

するために採用されている。竹割り型構造物掘削工

法は、斜面上に吹付けコンクリートで築造したリング

ビームをガイドとし、掘削段階毎にロックボルトと吹付

けコンクリートで周辺地山を補強しながら垂直に掘り

下げることを特徴とする工法である。この竹割り型土

留め工法としての設計ソフトは現段階では存在してい

ないため、項目ごとに対応できる設計ソフトを選別し計

算を行っている。

 

連載
第 5 回

使用製品
RC断面計算（旧基準） Ver.8　斜面の安定計算 Ver.13
FRAMEマネージャ Ver.6

竹割り型構造物掘削工法において、UC-1設計シリーズの複数製品を組み
合わせて活用する方法について紹介。リングビームの変形に対する検討では
FRAMEマネージャとRC断面計算で照査を実施し、補強後の安定計算では内
的安定性について斜面の安定計算を使用しています。本レポートは前半と後半
に分けて、第2回はUp＆Coming10/1発行号に掲載いたします。

協同組合 土木設計センター／株式会社栄コンサルタント
代表取締役社長　大脇 清司

写真1 竹割土留め完成

図1 土留め形式比較表

写真2 橋脚柱完成

第1案 オープン掘削

計
画
図

第2案 アンカー併用親杭横矢板 第3案 竹割型構造物掘削 
(NETIS：CG-020002）

協同組合 土木設計センター／

株式会社栄コンサルタント

代表取締役社長

大脇 清司（ おおわき・きよし ）

昭和55年大学卒業後に土木設計会

社入社。

短期間道路公団、コンサルに出向し

平成5年9月独立。
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竹割り型構造物掘削工法は、急勾配斜面上に竹割り型掘削の切

土のり面の補強を目的とし、掘削により生じる変形をリングビームと鉄

筋やロックボルトなどの補強材、吹付けコンクリート壁により制御し、地

山を補強する工法である。

斜面上に構造物を築造する場合の掘削方法としては、オープンカッ

トまたは、親杭アンカー等による土留めが一般的だが、急斜面地での

オープンカットでは掘削範囲が広範囲となり、地山の緩みや自然環境

に与える影響も大きくなり、更に、親杭アンカー等による掘削の場合

は、工事費も高くなり、工期も長くなる。

本工法は傾斜地の斜面なりに、補強材で構成されたリング状の鉄

筋コンクリート製の壁をガイドとし、その内側を鉄筋補強材と吹付けコ

ンクリートで地山を補強しながら垂直に掘削するものであり、掘削範囲

を最小に押さえられると共に工期の短縮や工費の低減が図られる特

性を持っている。

橋脚柱

2.0m 程度

深礎径
竹割り土留め壁内径

橋脚柱

2.0m 程度

深礎

竹割り土留め壁

足場

断面図

スタート

竹割り型土留め工法を適用
するための調査

竹割り型土留め
工法の可能性

竹割り型土留め工法の設計

竹割り型土留め工法の
施工計画

竹割り型土留め工法の施工

動態観測

安定性の検討

終了

他施工の選定

YES

YES

NO

NO

・竹割り型土留め工法の目的
（急峻地形における大口径深礎を
施工するための土留め工）

・地盤調査
・周辺環境調査
・引き抜き試験

・工法の適用性
・経済性の検討

・安定解析　・補強材配置
・のり面工    ・細部構造

・施工方法
・施工管理方法
・動態観測方法

・施工管理

竹割り型土留め工法の計画フロー
『竹割り型土留め工法設計・施工マニュアル（案）』日本道路公団 平成16年5月より抜粋

竹割り型土留め工法の設計基本フロー

本工法の設計に当たっては『竹割り型土留め工法設計・施工

マニュアル（案）』を要領・基準として照査を行う。

・リングビーム設計

　 1.設計荷重　　→  　FRAMEマネージャ

 　2.部材断面　　→　  RC断面計算

・斜面安定性の検討

　1.内的安定性　 →　  斜面の安定計算

　2.外的安定性　 →　  Excel数式

・補強材、斜め補強材の配置検討

　1.吹付け部　　 →　  斜面の安定計算

　2.リング部　　   →　  斜面の安定計算

・仮設時リングビーム

 必要滑動抵抗力の検討

　1.安定計算　　 →　  Excel数式

・必要滑動抵抗力考慮時

 斜め補強材長の検討

　1.リング部　　   →　  Excel数式

以上、各部材に関してはFORUM8ソフトを使用して照査を行う。

竹割り型掘削の掘削径の例

部材名称図

吹付けコンクリート壁
設計

終了

吹付けコンクリート壁の設計
（表・竹割り型土留め工法適用範囲より）
壁圧：200ｍｍ

NG

OK

FORUM設計ソフトを
使用して照査を行う

竹割り型土留め工法

斜面勾配・掘削径決定 地盤安定：C、δ
部材諸元：掘削高さ、掘削径

掘削深さ
5ｍ以下

YES

NO

切土補強土工法設
計・施工指針
にて検討を行う

（表・竹割り型土留め工法適用範囲より）
リングビーム断面：1.0ｍ×0.8ｍ

斜面安定性の検討

補強材、斜め補強材の
配置検討

必要動抵抗力考慮時
斜め補強材長の検討

仮設時リングビーム
必要滑動抵抗の検討

補強材長
の妥当性

斜め補強材の設計

斜め補強材
補強材配置の検討

展開図を用いて
補強材の必要本数の検討

リングビーム設計

リングビームの設計
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U s e r s  P r o d u c t  T r i a l  R e p o r t
ユーザ製品体験レポート

仮
設
工

仮締切り

背面側と掘削側で異なる地層入力が可能である。

鋼材の諸元を追加することが可能である

支保工設計時に参考となる数値が自動計算される。

作図機能は、便利です。

道
路
工

擁壁

衝突・風荷重の入力が容易である。

Advanceで杭基礎擁壁の L2 保耐照査ができる。

計算条件のスイッチを除く、形状や荷重条件の入力は比較的容
易で、設計計算が分からない人でも入力できそう。

逆Ｔ式、Ｌ型、逆Ｌ型、重力式、U型など幅広く設計可能。

本体機能で杭基礎にも対応。

凾渠

踏掛版有の条件でもBOX 照査が可能である。

下水道指針等に対応しているので各種指針に応じたL2 計算比
較をすることができた。

直角方向断面について、柔構造樋門ソフトでは現状 2 連ボック
スまでしか対応していないが、3連ボックスまで対応可能で内
水位を一箇所ごとに設定できるため、既設排水機場の復元計
算等で利用可。

3連 BOXまで設計可能。

NEXCOの地震時検討、L2 地震時検討が可能。

自動配筋機能があり、おおまかに鉄筋断面をプログラムに決め
てもらえる。

基礎工 基礎杭単独計算でもL2 保耐照査まで一連で計算可能。

斜面安定 二次処理で必要な粘着力等が逆算できる。

橋
梁
上
部
工

UC-BRIDGE

かなり汎用性が高く、多種なＰＣ構造の計算ができる。

多種多様なコンクリート橋上部工断面に適用可能である

平面格子解析が可能で荷重分配を考慮した設計ができる

横方向（BOX 断面、横桁）の設計も可能

PC、PRC、RC 構造に対応

数多くの条件スイッチを有しており、汎用性の高いソフトウエア
となっている

荷重の種類も追加することができる

フォーラムエイトのソフトを使い始めて30年ほどになります。その間道路

橋示方書、各種基準の改定が幾度もありその都度素早い対応で改訂版

を出していただきありがとうございます。

使用者目線で長年、建設コンサルタントの協力会社として設計実務に

携わってきた全国の土木設計事務所が今までのネットワークをより強固な

ものとして、『協同組合土木設計センター』として組織した技術者集団の

担当者の意見をまとめてみました。

組合内アンケート協力会社：有限会社 シンユ－テクノ、（株）アーンパイ

オニア設計、日興コンサルタント（株）、（株）和幸設計、（株）栄コンサルタン

ト（まとめ役）全6社

協同組合土木設計センターとしての意見

利便性

橋
梁
下
部
工

震度算出

上部工も出るが骨組入力だけでなく部材寸法でも入力できる。

下部工　橋台（箱式、ラーメン含）、橋脚（ラーメン含）と連動
させることができる。

Engineer's Studio データ、フレームデータへ変換ができる。

橋台

付属設計で照査を行っている橋座の設計が計算書作成時に追
加出来る。

杭基礎の設計、深礎杭フレームと連動ができる。

背面がEPS、軽量盛土など土圧のかからない橋台の設計も可能。

段差フーチングに対応している。

配筋要領図が作成できる。

3D配筋確認が各断面で行なうことができる。

橋座計算、ウイングなどに対応している。

橋脚

橋脚新設・補強の照査が可能である。

杭基礎の設計、深礎杭フレームと連動ができる。大口径深礎
とも連動する。

L2 地震時の設計が一括で可能。

3D配筋確認が各断面で行なうことができる。

基礎杭（別プログラム）との連動ができる。

ラーメン橋脚
杭基礎でも連動なしで一括設計が可能。

柱 4 柱まで照査可能。

基礎工

層厚・支持層等の入力確認が予備計算結果確認の項目で容易
に確認できる。

液状化有で L2 地震時照査において設計ケースの選択が多い。

杭基礎の設計内容を理解していれば、多少変則的な条件であっ
ても自身で工夫して条件を設定できる。

杭基礎 (場所打ち杭、既成杭 )、ケーソン、鋼管矢板基礎と幅
広く設計可能。

直接基礎、杭基礎、ケーソンなど主な基礎に対応できる。

深礎基礎
橋台基礎 組杭の設計が可能。

杭頭結合照査が可能。

仮
設
工

仮設構台
各部材の自動決定機能がある。

作図機能があるため便利。

ライナー
プレート

入力が簡単で扱いやすい。

地層の変化にも対応できる。
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改善してほしい点

橋
梁
下
部
工

震度算出

解析モデルの画面でフレーム表示のみの為、橋台向きや躯体
高等の確認が難しい。

連動しているケースが多いので、各種が最新バージョンになっ
ていないとき不具合が出る。

橋台

荷重ケースを追加した場合の順序入れ替えを上下ボタン等で簡
素化に出来る様にして欲しい。

受け台形状の設置高さ入力に天端からを追加して欲しい。

配筋要領図の重なり等を修正できるようにしてほしい。

深礎杭フレームと連動ができるが、連動時のフーチングの設計
(片持ち梁照査 ) の鉛直力が手入力必要。

3D配筋確認が各断面で行なうことができるが操作が分かりに
くい。あと、鉄筋の干渉チェックの充実化をお願いしたい。

連動していたアプリケーション（震度算出）が、マイナーバージョ
ンの違いで読み込めなくなる。

パラペット、橋座の突起を考慮したケースの想定ができている

胸壁突起部の設計手法にコンクリート橋編の床版橋の考え方
を追加してほしい。

胸壁突起あり縦断勾配ありの時に構造高を突起先端か胸壁先
端かを選択できるようにしてほしい。

斜面上の基礎の設計は何時頃対応できるのか？

L2 地震時も荷重ケースを追加できるように出来ないのか？浮
力考慮と無視は別々のケースでないと任意荷重が対応できない
時がある。

H29 示方書対応ソフトの計算出力枚数が多い傾向にあるが（計
算ケースが多いので仕方ないが）、うまくまとめられる出力処理
はないものなのか。

橋脚

はり反力位置を中心からではなく梁端部から入力を追加して欲しい。

柱の配筋入力が若干煩わしい（帯鉄筋の入力方法の選択肢が
数タイプあるため）

H24道示Verでは設計可能であるが、H29道示Verで段差フー
チングの設計が今のところできない。

H24道示 Verでは設計可能であるが、H29 道示 Verで偏土
圧に関する設計が今のところできない。

橋台は可能だが、橋脚は配筋要領図の作成ができない。

3D配筋確認が各断面で行なうことができるが操作が分かりに
くい。あと、鉄筋の干渉チェックの充実化をお願いしたい。

荷重ケース、温度差の影響の作用方向の表現がわかりにくい。
上向き下向き→上昇下降では？

偏心荷重がある場合の入力方法は、偏心距離か偏心荷重かを
選択できるようにしてほしい。

連動していたアプリケーション（震度算出）が、マイナーバージョ
ンの違いで読み込めなくなる。

オプションスイッチが多すぎる。マウスオーバーでその説明がポッ
プアップできないか。

ラーメン橋脚

鉄筋の入力が部材ごと、区間ごととなっている。入力した部材
の参照はできるが、前段で同配筋部を指定できれば、すっきり
するのでは。

単柱橋脚同様配筋要領図の作成ができない。

H29道示VerでLv2地震時まで一括で計算を流すと5分程かかる。

入力の画面設計（特に配筋情報ですが）がわかりにくい。

計算結果を画面で表示してほしい。出力枚数が多いので、その
画面で出力ケースを選択することができないか。

橋
梁
下
部
工

深礎基礎

杭頭結合照査が可能であるが、水平押抜きせん断照査でNGとなっ
た場合にフーチング下側鉄筋を考慮した設計ができない。

杭頭結合鉄筋の定着長の算定の不具合があり。
誤：lo+D/2　D= 杭径
正：lo+ｄ/2　ｄ=杭の有効高
R3 斜面上の深礎杭設計施工便覧 P200 図 -Ⅲ .4.4より

自動で杭長を決定する機能はできないか。

荷重ケースを番号ではなく、荷重名で表示してほしい。
下部工連携時、下部工計算すると深礎も同時に計算されるが、単
体で計算した時と結果が変わる場合がある。杭基礎と同様に同時
に計算しないように出来ないのか？

下部工連携時の荷重データが前載土や任意荷重を考慮しない。ま
た背面土砂に勾配がある場合も考慮しないのはなぜか？

杭長を変更した時に鉄筋長が足りなくても計算を進めてほしい。

下部工連携時の基礎ばねの作用格点は自動で底版中心に作れるよ
うにするか、座標変換値を自動で算出してほしい。

フーチング配筋の入力方法を下部工に合わせてほしい。（単鉄筋、
複鉄筋の選択など）

フーチング照査時の結果の窓を自在に広がるようにしてほしい。計
算ケースが増えたことで一度に見える範囲を大きくした。

仮
設
工

仮締切り

支保工スパン長のみ表記されていて算出過程が不明な為、使用し
ている寸法等を図解で表して欲しい。

作業時荷重の入力でクレーン荷重の計算と連動するようにして欲し
い→今は、別途計算して直接入力する方式
荷重条件入力の追加希望します。（クレーン規格選定、吊荷重、
方向を選定し荷重が反映されるように）

仮設構台
橋台となる基礎についてコンクリート基礎とする場合の対応を追加
してほしい

ライナープレート 限定でもいいので作図機能を使用できるようにしていただきたい。

道
路
工

擁壁

任意荷重の原点が壁外端となる為、壁厚を変更した場合入力し直
す必要があるため内側を原点とする選択が欲しい。
Advanceで L2 保耐照査時に連動する基礎工プログラムが H14
杭基礎であるため、L2 照査時に躯体震度は L2-1、L2-2 入力が
できるが基礎では1種類しか低減係数が入力不可である。また
杭基礎の計算手法もH14 準拠である。この理由は河川構造物の
耐震性能照査指針が R02に改訂されているが計算例がないため、
対応不可との回答があった。

U型擁壁としたとき、杭基礎ソフトとの連動ができず、バネ値等も
直接指定出来ない。

凾渠

L2 照査時に躯体震度は L2-1、L2-2 入力ができるが基礎では1
種類しか低減係数が入力不可である。

擁壁のソフトのように入力画面で荷重組合せケースごとの荷重状
態図が表示されないため、分かりづらくミスの元となる。

自動配筋機能で鉄筋断面をプログラムに決めてもらえるが、ランク
ダウンできるか等確認は必要である。

斜面安定
補強材入力で傾角や使用鋼材は統一した数値を用いる事が多い
為、個々の入力ではなく一括で入力を可能として欲しい。

橋
梁
上
部
工

UC-BRIDGE

数多くの条件スイッチを有しており、選択ミスを招く恐れがある

出力ページ枚数が多く、報告書としてまとめるのが煩雑

斜材付π型ラーメン橋の斜材、鉛直材の設計に対応して欲しい

ポータルラーメン橋のデフォルト入力値を追加して欲しい

その他

年々、ランニングコストが上がっている。割引などあるとよいと考
えます。(以前あった多年契約など )
プログラムのアップデートを確認できる無償のプログラムをお願い
したい。(インストールしないと新機能、修正事項の確認ができない)
クラウドを介して自動的にバージョンを上げるなどできないか。バー
ジョンアップが頻繁に行われており、各自で即対応ができない。改
善してほしい。

Up&Coming138 号ユーザ製品 体験レポート 13
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学校法人小山学園
専門学校 東京テクニカルカレッジ

インテリア科
村田 涼さん
URL ：https://tec.ttc.ac.jp/
所在地 ： 東京都中野区

　専門学校東京テクニカルカレッジ（TTC）は、学校法人小山学園を構成する
4専門学校の一つ。1987年に設立され、現在は建築系、ICT（情報通信技術）系
および環境・バイオ系にわたる、合わせて11学科を設置しています。
　そのうち今回お話を伺った村田涼先生が所属する「インテリア科」は2年課
程で、「人の気持ちを幸せにし、豊かな住環境を実現する」ようなインテリア空
間を創出する人材を育てる、との方針を掲げます。そのため、TTCの特長でも
ある校外学習を積極的に推進。複数協力企業のショールームで最新のトレンド
やインテリアエレメントの実物に触れながら、インテリアコーディネートについ
て学習。ものづくりの楽しさを実感しつつ、資格取得も目指すアプローチが取
られています。近年は新型コロナウィルス対策として、ショールームと学校をオ
ンラインで繋いだリモート講義へのシフトが主流になっていたものの、今年度
からは少しずつショールームを訪れる機会が増してきている、と村田さんは述
べます。
　また同学科では、コーディネートボードの作成などで必要となる3DCGをは

じめとするデジタルプレゼンテーションのスキル習得にも注力。1年生のうちに
Shade3Dの操作方法を学び、実際に学生自身が描く空間イメージを3DCGで
作成できるよう、カリキュラムを構成しています。
　さらにもう一つ、村田さんが同校授業の特長的アプローチとして挙げるの
は、独自の授業システムの活用です。これは、1コマ90分間の授業毎に教員が、
当該授業のキーポイントやその目的、その学習によって可能になる事柄（「でき
る目標・わかる目標」）などから成る授業用資料「授業シート」を作成。冒頭で
その説明をした後、授業はそのシートに沿って進行。授業の最後に、授業毎の
理解度を確認するための小テストを実施し、理解できなかったところは補習を
行い、学生が自身の理解度を客観的に把握できるよう工夫されています。
　インテリア科は一学年30名で、2年制のため全体で約60名の学生が在籍。1
年生は全員統一されたカリキュラムで学習。2年生は後半に一部、1）家具をデ
ザインして制作するクラスと、2）3DCGでデジタルプレゼンテーションを行う
クラス ― を設置。いずれかを選択する構成となっています。

専門学校東京テクニカルカレッジ（TTC）

の授業でShade3Dが採用されたのは20年

以上前に遡ります。「実は私自身もこの学校

の卒業生」という村田先生。10年ほど前、担

当教員が「国産のソフトで、かつモデリング

からライティング、レンダリングなどすべて一

体でこなせる統合型の3DCGソフト」と紹

介。2DのCADソフトで描いた図面を基に、

Shade3Dを使って材質、色味、照明、自然光

など基礎的な設定を考えながら3D（立体）

のオブジェまで作成できるメリットが説明さ

れた、と自身の学び始めた当時を振り返りま

す。

「インテリアや家具の図面に近い4面構成

の画面であり、ソフト自体が直感的に操作し

やすく、習得もしやすい」。しかも、インテリ

ア科の1年生が約8ヵ月という限られた期間

で、統合型ソフトの基礎的な操作方法を全

て学び終え、さらに学生らがそれを応用・発

展していくというカリキュラム構成の面から

も非常に使いやすい、と位置づけ。自らTTC

で授業を受け持つにようになってからも、

Shade3Dが継続して使用されている背景に

ついて、村田さんはこう解説します。

インテリア科の1年生は、4月入学後にま

ず、CADソフトやプレゼンテーションのため

の各種ソフトの基本的な使い方を中心に学

びます。

次いで、6月からはShade3Dを用いた授業

がスタート。学生は椅子などの家具を3DCG

で様々に表現しつつ、ソフトの基礎的な操作

方法を覚えていきます。

夏休み明けの9～10月には、何もない状態

の（全員同じ条件の）展開図の部屋に対し、

学生はそれぞれテーマやコンセプトを決めて

インテリアをコーディネート。壁紙や床材の

設定、家具の種類や置き方などにより、一定

のクオリティを保持しつつ、各々が異なる空

間を表現するCG作品として作成します。

さらに11～12月には、学生がそれまで

並行して受講してきた設計の授業で描い

た設計図面を活用。そのうちの一部屋を

Shade3DでCG化。それにより学生が自ら設

計し、決めたテーマやコンセプトに基づくイ

ンテリアコーディネートの成果を表現する初

めての作品が出来上がります。

1年生最後の1～2月は、前期に続き学生

が設計の授業で描いた設計図面を基に、今

度は平屋住宅の全部屋のインテリアをトー

タルコーディネート。Shade3Dでまず住宅の

空間すべてをモデリングし、住宅の設計条件

に加え各部屋のテーマやコンセプトを反映し

てCG化。1年生の最終的な作品として、プレ

ゼン用の俯瞰パースなどを含むトータルコー

ディネートボードの完成に至ります。

同科では、1年生の間にShade3Dの基本

楽しさの実感とプロのインテリア人材育成に力、校外学習など独自手法も駆使
トータルコーディネートボードからアニメーションまでShade3Dで作成

東京テクニカルカレッジ(TTC)  

インテリア科の生徒がデザインし実際に制作した椅子

Vol.14
Interview
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的な操作方法は概ねマスターされているも

のとし、2年生向けには村田先生が担当する

設計の一部授業でその応用編をカバー。二

世帯住宅や2階建て・3階建ての住宅にして

ボリュームを増し、建物の外観や周辺環境も

含めた形での3DCGを作成します。

また、同科2年生の後期授業（11～2月）で

は卒業制作に向け、学生は前述した2通りの

クラスのうちいずれかを選択することになり

ます。村田さんはそのうち、3DCGでデジタ

ルプレゼンテーションを行うクラスを担当。

Shade3Dを使い、基本的には学生がそれま

でに設計してきた住宅のウォークスルー・ア

ニメーションを作成。それにより当該住宅の

インテリアコーディネートを効果的に紹介し

ようというものです。

「統合型3DCGソフトとして、（現行のカ

リキュラムに沿った基本操作）習得までの期

間なども考えると、ぴったりなものだと考え

ています」

村田さんは、Shade3Dの直感的な操作性

や教え易さとともに、そのメリットに改めて

（上）インテリア科の学生がShade3Dで制作したパース
（下）TTCの１Fロビーのカフェの前で、左から、インテリア科の村田涼氏、 同科科長の髙山寿一郎氏

Interview

言及。さらに、「突き詰めていけば、どこまで

もクオリティを上げられるようなポテンシャ

ル」も窺われる、と説きます。

（執筆：池野隆）
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シーン作成に欠かせないライティングは、レンダリングを行うことな
く、図形ウインドウ上で位置や影響範囲、色味などを様々な手法を使
用してリアルタイムで確認することができます。

●デフォルトの光源のみで図面を照射
無限遠光源のレイヤ1に設定された光源のみでシーンを照らしま
す。高速で形状のディテールを確認することができます。

●全ての光源で図面を照射
シーンに配置されている無限遠光源の全てのレイヤ、点光源、ス
ポットライトなどの光源形状でシーンを照らします。

●光源による影を図面に表示
形状が落とす影を表示します。光源や形状の編集による影の変化も

リアルタイムに反映されます。

●大域照明による間接光を図面に表示
フォトンマッピングによる間接光で形状を照らします。カメラワーク

によるアングルの変更にも対応しています。

Shade3D公式サイト
https://shade3d.jp/ ▼

Shade3D

vol.16

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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照明の表現
室内シーンでの照明器具の作成には光源形状が主に使用されます。
点光源を透明体の中に設置してランプを表現したり、線形状に沿って
点光源を配置したものを天井への間接照明として使用することができ
ます。線光源、面光源を使用しないことでGPUレイトレーシングに対
応したシーンの作成を行うことができます。

●丸い透明体の中央に点光源を配置しスタンドライトを作成

●パスリプリケータで線形状に沿って点光源を配置

間接光を表現するレンダリング手法
大域照明を使用したり、GPUレイトレーシングを使用してレンダリ

ングを行うことで形状同士の光の反射（間接光）を表現することがで
きます。

●レイトレーシング（大域照明なし）
影になっている部分は暗いままとなります。

レンダリング時間：0:46（参考値）

●レイトレーシング＋大域照明：パストレーシング
光源が直接届かない影の部分にも光が回り込みます。

レンダリング時間：20：28（参考値）

●GPUレイトレーシング　※Professionalのみ搭載
非常に高速なレンダリングを行います。

レンダリング時間：0:37（参考値）
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豊田：toyocba

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

豊田へ 

　フォーラムエイト･ラリージャパン

2022の地を巡る旅、第3回は豊田へ。

　豊田市は、1951年の市制発足時には

挙母（ころも）市であったが、「クルマ

のまち」に成長したことなどから「豊田

市」に市名変更した。以来、周辺の自治

体を編入して、現在では愛知県下一の

面積918.3㎢である。

　筆者は、2021年秋と2022年春に豊田

市に訪問した。2021年秋は、フォーラム

エイト・セントラルラリー2021と、フォー

ラムエイト・ラリージャパン2022の記者

発表が行われた時期である（図１）。

豊田市美術館

　豊田市美術館は、豊田市街を見渡す

高台に位置する城跡に建っており（図

２）、坂を上ると豊田スタジアムと恐竜

のような豊田大橋が見える（図３）。

　設計は、建築家・谷口吉生とピー

ターウォーカー（ランドスケープ）（図

４）。建物は、水平垂直のラインが美し

く、国内外の近代～現代の美術品、漆

工芸などが展示されている。敷地内を

歩くと、現代的な建物とは対照的な茶

室が佇んでいた。抹茶と和菓子をいた

だく（図５）。

３ 豊田大橋１ フォーラムエイト・セントラルラリー2021

２ 豊田市街の眺め

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58回。
毎回、福田氏がユーモアを交えて紹介
する都市や建築。今回は豊田の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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　２階の彫刻テラスで、バーモング

リーン色という緑の石で覆われたキャ

ノピーと自撮り（図６）。この写真、ど

うやって自撮りしたか、お判りでしょ

うか？ダニエル・ビュレンの作品であ

る鏡張りの小屋の前で、スマホにタイ

マーをかけて、ジャケットのポケットに

スマホを忍ばせて・・・

toyocba（とよしば）

　豊田市は、都心地区で多様な活動

や豊かな風景が複数の公共空間で生

まれ、人のいる風景が連続するような

まちなかを目指している。そのため、公

共空間の活用「つかう」と再整備「つく

る」を両輪として、都心地区の整備を

進めている。利用者となる組織と行政

とが適切に役割分担して、自由と責任

の下で小さな自治運営が持続的にでき

ることを目指して「あそべるとよたプロ

ジェクト」がはじまり、社会実装されて

きた。

　東口まちなか広場は、豊田市駅の目

の前にあり、アイデアやチャレンジの受

け皿となる開かれた場として整備が進

められている。駅前ビルを解体撤去し

て、多様な人々が集い、交わり、アイデ

アと愛着が生まれ、そして、育っていく

ための拠り所である。

　2019年9月、先行プロジェクトとし

て、拠点施設、芝生広場、舗装広場が

オープン。「toyocba（とよしば: Toyota 

Creative Base Area）」としてお馴染みで

ある（図７）。toyocbaでは、様々な運営

者によりイベントが日々開かれている

が、運営者の手間を減らすべく、木製テ

ントは、とよしばの駅前工作室でDIYし

たものを貸し出している。

　toyocbaには、天然芝と人工芝の広場

があり、その間に細長い建物が建つ。

内部には、カフェではなく、なんと、う

どん屋「〇七商店（まるななしょうて

ん）」が入っている（図８）。

　グーグルストリートビューで、豊田市

駅東口に行ってみると、2012年以降の

写真が断続的に閲覧できる。

7 toyocba（とよしば）

5 茶室にて

８ 肉系讃岐うどん

4 豊田市美術館 6 彫刻テラスで自撮り
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　2014年2月の時点では、かつて存

在した駅前通りの風景のままである

が、2015年10月、「toyocba」の隣の敷地

（現・複合施設KiTARA）が解体撤去

されている。2017年7月、KiTARAが建

設中である。2018年5月、KiTARAは完

成しており、「toyocba」敷地のビルが

解体撤去中である。尚、KiTARAオー

プニング時には、フリースタイルモトク

ロス（FMX）のデモンストレーション

が公道で行われた（日本初）。2019年

7月、「toyocba」は建設中。2020年10月、

「toyocba」は完成している。

　このように、定点比較してみると、駅

前の風景は一変したことがわかる。

新とよパーク

　toyocbaのある豊田市駅と愛知環状

鉄道・新豊田駅は、ペデストリアンデッ

キでつながっており、「あそべるとよた

プロジェクト」の一環で「橋の上大盆踊

り大会」も開催された。

　新豊田駅の東口駅前広場は、「新と

よパーク」と名付けられており、スト

リート・スポーツ等の目的性の高い利

用を誘導する広場として位置づけられ

た。広場利用の担い手候補となる方々

と、設計や運営、利用ルールについて、

2年がかりで検討し、広場はリニューア

ルされた（図９）。

　「新とよパーク」の入り口には、「ミ

ライのフツー」を作り出そうと、この広

場でできることを伝える案内板がある

（図10）。「ボール遊び」「ストリート・

スポーツ」「火の使用」「音楽演奏」「イ

ベント」「出店・販売」が、ルールを

守った上で「できる」。

　日常見かける公園では、「・・・禁

止！」とやってはいけない禁止用語ばか

りが書かれており、利用者は悪者なの

かと感じてしまうのだが、「新とよパー

ク」では使用目的が明確化された上で、

肯定的に書かれてある。

香嵐渓

　豊田スタジアムのはずれから、路線

バス「とよたおいでんバス」に乗って、

足助に向かう。丁度、紅葉のシーズンで

あり、路線バスは大渋滞を避けるため

「午前中のみ運行」というアナウンスが

あった。

　まだ午前中ではあるが、豊田市駅方

面からの道路と国道153号線が合流す

る「追分」という交差点の辺りから、ノ

ロノロ運転になったので、途中で下車し

て、香嵐渓までウォーキング。

　香嵐渓は、飯盛山一帯に4000本のモ

ミジが植わっている。古くからモミジが

植えられていたが、100年ほど前、大正

の終わりから昭和のはじめにかけて、

観光地づくりのために地元の人々がモ

ミジを植える活動を行ったお陰で、現

在の風景ができあがっている。

　待月橋、香嵐渓広場、巴橋あたりは有

名な撮影スポットであり、かなり賑わっ

ていた。筆者は群衆を避けながら歩い

たため、モミジを眺める人 を々遠巻きに

楽しんだ（図11）。

足助の町並み

　足助は、尾張・三河と信州・塩尻を結

ぶ伊那街道（三州街道）の重要な中継

地であり、物資を運搬する要所として

栄えた商家町である。足助川沿いの段

丘上に、江戸時代後期～昭和初期まで

に建築された家々が残され、町並みが

形成されている。

　旧田口家住宅は、江戸末期以前の建

物。街道沿いに建つ平入2階建ての主

屋とその背後に連なる土蔵が当時の姿

９ 新とよパーク

10 新とよパークの案内板

11 香嵐渓

Up&Coming138 号 都市と建築のブログ20



16 toyocba 2022 春 17 桜色

を残す。旧田口家住宅の隣には、妻入り

の家屋が連続している（図12）。

　街道から小路に入れば、段丘の起伏

に沿って敷地いっぱいに土蔵や石垣が

建ち並んでいる（図13）。

　足助牛乳で一服してから、バス停へ

向かう（図14）。真弓橋からは、足助川

沿いに設けられた石組み階段や川に張

り出した座敷に出会えた（図15）。

　足助の町並みは、2011年（平成23年）

に愛知県で初めての重要伝統的建造

物群保存地区に選定された。すなわち

今から11年前であり、全国を見渡すと

都道府県の中では、愛知県は遅いほう

である。一方で、山形県、東京都、神奈

川県、熊本県の4都県では選定地区が

まだ1件もない（令和3年8月現在）。

松平郷へ

　春に訪問した様子を。

　豊田市駅前でtoyocbaに再会して

から、松平郷へ向かう。半年たって、

toyocbaに残されていた古いビルが取り

壊されており、見通しがよくなった。今

朝は、天然芝に座布団を敷いて準備が

進められていた（図16）。どんなイベン

トが開催されるのだろう？

　とよたおいでんバスに30分ほど揺ら

れる。丁度、桜のシーズンであり、道路

を挟んで向こう側のバス停そばには満

開が近い桜、バス停のベンチ、そして、

バスを待つ女性の服装もまた、ピンク色

であった（図17）。

　松平郷は、豊田市街から東10kmにあ

る山里、徳川家のルーツといわれる松

平氏の発祥の地である。

松平郷

　松平東照宮の天井を見上げると、108

枚の天井画（図18）。徳川家康公400

年祭記念大会メモリアル事業で、漆芸

家・安藤則義氏より描かれた。松平郷

で見られる草花が多く描かれている。

　ここから、1kmほど山道を歩き、松平

家墓所を経て、松平郷展望テラスへ。豊

田市内、名古屋駅周辺の高層ビル、伊

勢湾の向こうには鈴鹿山脈が望める。

　高月院は、松平氏の菩提寺である。

15 足助川沿いの町並み

12 旧田口家住宅
13 小路
14 足助牛乳

18 松平東照宮

12 13 14
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東側に地蔵山が見える（図19）。高月院

に加えて、松平氏館跡、松平城跡、大

給城跡の計4ケ所は、初期松平氏の様

相を伝えていることから、国指定史跡

「松平氏遺跡」として2000年に指定さ

れている。

　実は「街道をゆく」で司馬遼太郎さ

んが松平郷を訪問された時、仰天され

ていたので、どんなところだろうか、と

半信半疑でやってきたのだが、静かで

自然豊かで素敵な場所であった。ミズ

バショウやツクシの群生、カタクリの花

なども見事であった（図20）。

チョンボの繰り返しで
豊田市駅へ

　松平郷から岡崎に向かう。松平郷

は豊田市のはずれにあり、岡崎市に近

い。そのため、この辺鄙な場所からタク

シーで岡崎に向かおうと、タクシー配

19 高月院と地蔵山

20 松平郷の草花
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車アプリを起動させた。大阪で配車ア

プリを事前チェックした時、松平郷の

辺りはタクシー配車アプリのエリア内

に思えたのだが、現地で呼び出そうと

すると、タクシーのアイコンは地図上に

表示されるものの、地図上で動いてい

るタクシーと思われる車が実際に近づ

いてくると農作業を終えた軽トラだっ

たりした。一応、手を挙げてみたが、や

はり、タクシーではなかった。結局のと

ころ、タクシー配車サービスのエリア

外地域であり、タクシーは使えない、と

なった。最初のチョンボである。

　では、路線バスはどうかと調べてみ

た。今朝、豊田市から松平郷に乗って

きた、とよたおいでんバスが、さらに東

の大沼まで出ている。大沼に向かう途

中の切二木（きぶたぎ）というバス停

で下りて、30分ほど待てば、今度は大

沼を出発した名鉄バスが東岡崎駅に行

くので、岡崎にたどり着けそうだ。切二

木バス停を出発するとひとつ目の信号

を左折して、岡崎に向かうルートである

（図21）。

　松平郷から、とよたおいでんバスに

乗り込み、切二木バス停で下りて、30

分ほど待つこと、予定の12時12分にバ

スは大沼方面からやってきたので、乗り

込んだ。この付近のバスは、2時間に1

本ほどしか通っておらず、バスに確実に

乗り込むことは何をおいても重要だ。

乗ってしまえば、やれやれである。

　ところが、である。バスは、最初の信

号で左折せず、直進して、松平郷へ向

かっている。車内をよく確かめると、名

鉄バスではなく、とよたおいでんバスで

あった。スマホで時刻表を調べてみる

と、切二木バス停に到着し出発するバ

スは、なんとまぁ、とよたおいでんバス

も、名鉄バスも12時12分であった。まさ

か、同時刻とは。とよたおいでんバスが

先にやってきて、迷わず、乗り込んでし

まったのである。二度目のチョンボで

ある。

　この時の脱力感は今でも覚えてい

る。バスは乗客のそんな気持ちはいざ

知らず、先ほど訪問したばかりの松平

郷をすぅーと通り過ぎていく。しばらく

して、「でもまぁ、このまま乗っている

と、豊田市まで連れて行ってくれるの

だからいいのでは、これも旅！」という

開き直った自分もどこかにいた。

岡崎・殿橋テラス

　豊田市駅に着くと、とよしばの賑わ

いに出会うことができた（笑）。名鉄を

乗り継いで岡崎へ急ぐ。

　岡崎では、「都市と建築のブログ 

Vo.57 岡崎：QURUWA」でご紹介した

殿橋テラスで、「River Port Village」と

いう構造物が期間限定でできあがっ

ていた。そこには、店舗だけでなく、

まちづくりプロジェクト「One River, 

QURUWA」を紹介する展示ブースも設

けられていた。乙川の堤防沿いと河川

敷の高低差の間で、大勢の方が想いお

もいに楽しんでいた（図22）。

　最後に、toyocbaをはじめとする豊田

市の取組みについては、拙著「都市と

建築のブログ 総覧」に特別寄稿して頂

いた、泉英明さんが率いる（有）ハート

ビートプランが豊田市のプロジェクトに

長年関わっておられる。そこで、面白い

取り組みを実践されている方として、栗

本光太郎さん（豊田市役所）、神崎勝

さん（toyocbaの管理人・ゾープランニン

グ）に案内していただいた。

21 切二木バス停

22 岡崎・River Port Villageで再会
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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。豊田市美術館の内観を再現し、
間接光の表現や、ガラスの反射や各部材の質感表現など、高品質な画像を生成しています。

「豊田」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･豊田 by UC-win/Road

　今回は、愛知県豊田市にある、香嵐渓と豊田市美術館を作成い
たしました。香嵐渓は矢作川支流の巴川がつくる渓谷で、秋は紅
葉で観光地として賑わいます。紅葉はBefore/Afterで新緑との切り
替えが可能になっています。また、大雨による川の増水の様子もス
クリプトで表現しています。豊田市美術館は市街地の中心部に近
く、かつて城跡があった高台の一角に建設されています。設計は、
美術館建築で名高い谷口吉生、庭園はアメリカのランドスケープ・
アーキテクト、ピーター・ウォーカーによるものです。美術館２階の
大池の対岸からの眺めではVer.16の新機能、環境マッピングを使
用し窓ガラスの反射を再現しています。

香嵐渓。Before/Afterで新緑と紅葉の切替が可能。

CGレンダリングサービス
Shade3D
CG入力支援サービス

豊田市美術館。Ver.16新機能、環境マッピングで窓ガラスの反射を表現。

VR-Cloud® で体験！ 特設ページ　https://www.forum8.co.jp/product/ucwin/VC/VC-taiken.htm

描画オプションの設定で天候の変化を表現。
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流域､左･右岸､内水･外水､流域雨量や洪水流量測定法

 河川用語 あれこれ
vol.12

1） 流域とは「広辞苑」第6版によれば「河川の流れ行く地域。また、その河川の四囲にある分

水界によって囲まれた区域」と記載されています。「川の流域面積」という場合、通常は河

口から上流の、水が集まってくる全域をいいますが、河川工学では、治水上重要地点での

面積を言う場合があります。利根川（坂東太郎）の八斗島（やつたじま）等、筑後川（筑紫

次郎）の荒瀬等、吉野川（四国三郎）の岩津等その例は多くあり、2級河川で船橋市域の

1/3を占める海老川の「船橋本町」（ＪＲ線上流）等も、その事例です。

2） 河川では上流から下流に向かって右側を右岸、左側を左岸というと定義されており、堤防

を挟んで川側が堤外、建物や耕地がある方が堤内です。内水とは堤内に溜る水を言い、内

水氾濫の排除のために、必要があればポンプ排水が必要です。これに対して川を流れる洪

水は外水氾濫とも言われています。

3） 各地点の雨量は直径20cmの円筒状計器で測ります。面積雨量はティーセン法又は等雨量

線法で求めますが、等雨量線法は等雨量線の引き方による個人差が大きいので、あまり使用されません。

ティーセン法は、アメリカの気象学者アルフレッド・ティーセンが考えた方法で、各雨量観測所を結んでできる三角形の二等分線によってでき

る多角形及び流域界により、その雨量観測所の占める支配面積を算定するもので、式ｰ①で算定できます。

　　　　Pm（地点面積雨量）＝ΣＰｉＡｉ/ΣＡｉ　                式－ ① 

　　　　Pi：1番目の地点雨量（mm）、Ai：i番目地点雨量の支配面積（k㎡）

４） 洪水流量は、近くの橋から浮子を流して、その流速を測定し、河川の断面積を乗じて求めますが、河岸や川底の流速は遅く、断面積も洪水時

は変化する等正確な流量を求めることは至難です。

基
きほん た か み ず

本高水と計
けいかくたかみずりゅうりょう

画高水流量

1） 最初に洪水被害実績､経済効果等を総合的に考慮し

表1を参考にして、対象降雨を定めます。一般的に1級

河川（1級水系）の主要区間はA,B級です。こうして計

画降雨を決めた後、過去に起きた幾つかの降雨パタ

ーンの降雨（地域分布、時間分布）で、その引き伸ばし率を2倍程度以下に設定してハイドログラフを計算します。対象降雨のハイドログラフ 

（流量への変換）は、その河川の特性に応じた方法を用いるのですが流水の貯留を必要としない場合（ﾀ ﾑ゙計画や遊水池等が必要では無い

場合）は合理式によることができます。本誌136号で掲載した庄川の、基準地点（雄神）での基本高水は6,500㎥/sですが、利賀ダム等による

洪水調節に基づく計画高水流量は700㎥/s減の5,800㎥/sの計画です。

2）このように基本高水は既往洪水や計画対象施設等を総合的に考慮して決めるのです。

3）計画高水流量は、ダム、調節池、調整池等の洪水調節施設や放水路による分流等の検討結果により検討して決めます。

今回は「河川用語あれこれ」と題して記載します。河川法や河川工学では各種の特別な用語が使われています。

その第1回として雨が降る→氾濫する→改修計画（基本高水と計画高水流量）検討→流域治水（特に調節池と調整池）について解説します。

写真1　海老川支川 長津川の左右岸

河川の重要度 計画の規模 河川の重要度 計画の規模

A級 200年以上 D級 10～50
B級 100～200 E級 10以下
C級 50～100

表1　河川の重要度と計画規模 



ＮＰＯ法人 シビルまちづくりステーション
http://www.itstation.jp/
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● 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.8をご覧ください。

1）「洪水と水害をとらえなおす」　大熊　孝（農文協ﾌ ﾛ゚ﾀ ｸ゙ｼｮﾝ 2020刊）
2）「異常気象はなぜ起こる」　坪木 和久（（株）新潮社 2020 刊）

<参考文献>

流域治水ｰ調節池と調整池ｰ

1） 流域治水については、本誌では「頻発･激甚化する洪水災害に備え

る」と題して2回､連載しました。また上記の3）でもふれましたがそ

のためダム、遊水池等の施設があります。治水のために通常はダム

が予定されますが、船橋市のように都市化が著しく、起伏が少な

く、ダム基盤となる地質にも恵まれない場合は、 調節池等が必要

となります。

写真2は海老川支川長津川の上流部に設置された調節池です｡ こ

の調節池は､1984年夏の豪雨による氾濫を契機に築造されたので

すが､堤防は越流することを想定して三面張（全面をブロック張）

にし､調整池内の水を排水のため樋門等が設置されています。千葉

県では、このほか支川海老川沿（前原川付近）に新しく調節池を設

置する計画で用地買収中です。一方で、飯山満川沿いにも東葉高速

「飯山満駅」周辺にいくつかの調節池や調整池が竣工又は計画中

です。

2） 調整池は洪水調節施設や機能は有しませんが雨水による河川流出被害を防止する施設であり、河川管理者や下水道管理者以外の者（宅地開

発者等）が設置するものです。「千葉県における宅地開発等に伴う雨水排水･貯留浸透計画策定の手引」平成18年9月改定（千葉県県土整備

部）があり、これによって設計・審査することになっています。なお、解説すべき多くの河川用語が残されていますが、記事掲載に合わせて又

は次回以降に記載したいと思います。

写真2　長津川調節池 

図2　利賀ダムサイトでのハイドログラフ図1　庄川の基本高水



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。『京都祇園遁走曲』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/

　またしても……と言うべきか。日本

のスポーツ界で暴力事件が発生してし

まった。メディアでも大きく報じられた

九州の私立高校サッカー部での事件で

ある。

　ある30歳代のコーチが、サッカー部

員の生徒に対して殴打や足蹴りなど、

暴行としか言えない酷い暴力行為行

い、それが映像に撮られネットで公開さ

れた。おまけにこの映像を撮って公開し

た11人の部員たちが｢世間を騒がせた｣

と謝罪する映像も公開された。

　その｢謝罪｣について、サッカー部監

督は自ら進んでテレビ番組に出演し、

高校生たちが自発的やったことと説明

したが、じつはこの監督が部員たちに

恐喝めいた言葉で謝罪を強要していた

録音が発覚。それら一連の出来事に対

して学校が記者会見を開き、サッカー

部コーチの罷免を報告したうえ監督が

謝罪。

　ところがその場で、｢暴力行為は見た

ことがない｣と語った監督に対してサッ

カー部のOBたちが、監督自身が暴力を

ふるっていたことを暴露。長時間の正座

の強要や顔面への殴打など、酷い暴行

を高校生に何度も加えていたことをテ

レビのインタヴューで証言し、監督も退

職することになったのだった。

　監督の自己保身としか思えない虚

偽発言の連続には、唖然とするほかな

い。が、日本のスポーツの指導では、何

故こうも暴力事件が続き、なくならない

のだろうか？

　学校の体育やスポーツの指導者によ

る暴力の起源を調べてみると、それは

戦前の軍事教練にルーツを求めること

ができそうだ。

　昭和の初期から中学校の体育の授

業は陸軍の教育士官が指導者となり、

｢体育教練（体練）｣と呼ばれるように

なった。そして走ったり跳んだり、ボー

スポーツは民主主義社会から生まれた文化｡
民主主義社会は暴力の否定から生まれた社会｡
その歴史的事実を学べばスポーツ指導における
暴力問題は、根絶できるはずだ。

連

載

第

連

載

第

1919

回回

玉
木
正
之
氏
の
コ
ラ
ム

玉
木
正
之
氏
の
コ
ラ
ム

Up&Coming138 号 スポーツは教えてくれる28



ルを投げ合ったり蹴り合ったりしてい

た授業は、柔道剣道などの武道や、木

銃を持っての分列行進などが中心と

なり、教育士官は、生徒を指導するの

ではなく命令で動し、命令通りに動け

ない生徒には｢気合いを入れる｣ように

なったという。

　戦後になって、戦地から復員してき

た若い兵隊の多くが（就職しやすい職

業として）体育教師となり、軍隊で行わ

れていたような｢ビンタ（平手打ち）｣や、

竹刀を使っての｢気力注入｣を行うよう

になった。その頃から､体育教師や運

動部の指導者による暴力行為が常態

化するようになったという。

　1964年の東京オリンピックのあとは、

女子バレーボールで金メダルを獲得し

｢鬼の大松｣と呼ばれた大松博文監督

や、金メダルを量産したレスリングの八

田一郎監督の｢根性論｣が誤解され（彼

らが指導者として暴力をふるったことは

なく、その指導は科学的だった）、さら

に漫画『巨人の星』の流行から｢非科学

的な根性論｣がもてはやされるようにも

なり、暴力を伴う指導が｢愛の鞭｣や｢シ

ゴキ｣､相撲部屋の｢可愛がり｣といった

言葉とともに容認されるようになったの

だった。

　じっさい私も､長いスポーツ取材の

経験のなかで、指導者の暴力行為とし

か思えない酷い暴行現場に遭遇したこ

とが何度もある。甲子園大会への出場

が何度もあり、高校野球界の｢名将｣と

呼ばれていた監督が、グローヴを外さ

せた高校生に向かって至近距離から

硬球を投げつけ、何度も身体にぶつけ

るのを見たり、平手や拳で高校生の顔

面を殴りつける監督も何人も見た。エ

ラーをした選手に｢尻バット!｣と叫んで

バットで尻を殴打する監督もいたし、ス

ポーツ名門校と呼ばれる高校の朝礼

で、女子生徒の尻を竹刀で叩いたり、

顔にビンタを浴びせる教師を見たこと

もあった。

　それらの行為を告発できなかった小

生も情けないが、その時はスポーツ大

会を主催している新聞社の記者も常に

同席しており、それらは｢普通の行為｣

だと思ったものだった。

　そういう｢酷い誤解｣が蔓延していた

のも事実で、今からちょうど10年前大阪

の公立高校バスケットボール部で、監

督の暴力行為からキャプテンの生徒が

自殺する事件が起きた時も、テレビの

ワイドショー番組で次のような発言をす

る｢有識者｣が何人もいた。

｢１発や２発くらいで気合いを入れるな

らイイけど、５発も６発もとなるといけ

ませんよ｣

｢要は愛情があるかどうかの問題です

よ。愛情があれば、殴られる生徒もそ

の意味がわかるから、暴力にはなりま

せん｣

　その頃には小生もスポーツの知識を

十分身に付け、スポーツにおいてはど

んな暴力も絶対に許されない、と確信

するようになっていた。

　スポーツでの暴力が絶対に許されな

いのは、スポーツが暴力を否定する文

化＝民主主義社会のなかから生まれた

から、なのだ。

　民主主義社会とは、支配者の権力

闘争に暴力（戦争）を用いることを否定

し、選挙や話し合いや多数決（議会）で

指導者を選び､物事を決める社会のこ

とだ。そういう平和な社会になると暴力

は不必要になり、殴り合いや掴み合い

や戦利品の奪い合いといった暴力行為

も否定され、ボクシングやレスリングや

フットボールのようなゲームに代わる。

だからスポーツは、いち早く民主主義

社会を作りあげた古代ギリシャと近代イ

ギリスで多くが生み出されたのだ。

　スポーツの場で暴力行為を用いるこ

とはスポーツそのものを否定すること

になるのだ。そのようなスポーツの｢絶

対平和主義の原理｣を知らないまま、た

だ｢暴力はイケナイ｣と主張するだけで

は、｢力による強圧的（軍隊的）な指導｣

や｢思わずやってしまう暴力的指導｣は

跡を絶たないだろう。

　暴力行為が発覚したコーチや監督

は、既に馘首されたという。それによっ

て｢責任を取らされた｣ことになるのか

もしれないが、日本のスポーツ界にとっ

て重要なのは｢処分｣ではなく｢更生｣だ

ろう｡スポーツの場で暴力を

ふるうことが何故許されない

のか、ということを､暴力を

ふるった当人に学ばせる

こと、そしてすべてのス

ポーツの指導者にも学

ばせること､さらにすべ

ての日本人が学ぶこ

とこそ重要なことと

のはずだが……。
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フォーラムエイトと西松建設株式会社は、

コンクリート未打設部分の領域から最終的に

必要なコンクリートの調整量を自動計算でき

る、コンクリート打設管理システムを開発しま

した。これにより、打設現場におけるスムーズ

な打設数量の調整、業務効率化による現場技

術者の長時間労働の軽減を実現し、残コン・

戻りコン（工事現場で使用されずに処分され

るコンクリート）の大幅な抑制による環境負荷

の低減に貢献します。

本システムは、現場技術者にとって、打設状

況や進捗スピード、コンクリートの残数量や出

荷状況などをリアルタイムに把握しながら限

られた時間で未打設範囲の実測と計算を進め

るなど、打設管理業務が非常に大きな負担と

なっていたことに着目し、DXによる現場の生

産性向上をふまえて開発されました。タブレッ

トやスマートフォンなどのモバイル端末で使

用できるアプリとなっており、画面に表示され

た施工図面で未打設領域を囲み指示すること

で、該当領域のコンクリート体積を算出し、最

終的に必要なコンクリートの調整量を自動計

算する機能を備えています。

コンクリート打設管理システムは、Web業務

システムGSS（グループウェア・サポートシステ

ム）経由で動作するアプリケーションとして、

フォーラムエイトより2022年度を目途に販売

開始を予定しています。

コンクリート打設管理システムを西松建設株式会社と開発

一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会（ACCS）に入会
フォーラムエイトはこの度、一般社団法人コ

ンピュータソフトウェア著作権協会（ACCS）

に入会しました。

本協会は、知的財産権が適切に保護される

社会の実現のため、法の整備と権利行使（法

律・ルール）、著作権の普及・啓発、コピー防

止技術など技術的保護手段の普及の3点のバ

ランスが重要と考え、日々さまざまな活動を展

開しています。

当社はこの趣旨に賛同し、ソフトウェア開

発会社として、デジタル著作物の権利保護や

著作権に関する啓発・普及活動を通じて、コン

ピュータ社会に置ける文化の発展に貢献して

まいります。

HOT NEWS

HOT NEWS

◆関連情報
西松建設株式会社 プレスリリース GSSグループウェア・サポートシステム フォーラムエイト　プレスリリース

（2022年3月30日）

配送管理者用の操作場面。生コン車が工場を出
発した時刻や、荷卸が完了した時刻を記録し、荷
卸が完了した時点で累計数量の値が更新される。
CSV出力可能

現場技術者用の操作画面。図面上で未打設部
分を囲むと体積算出が行われ、残りの発注数
量が自動計算されるあらかじめ図面を読み込み、体積を計算

◆関連情報
一般社団法人コンピュータ
ソフトウェア著作権協会（ACCS）

フォーラムエイト　所属団体

フォーラムエイト　プレスリリース
（2022年5月26日）
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今回は、Oura Ring（オウラリン
グ）についてご紹介します。Oura 
Ringは、フィンランドのヘルステク
ノロジーであるOURA社からリリー
スされているスマートリングです。リ
ングの内側にセンサが取り付けられ
ており、心拍数、体温、呼吸数、睡眠
データなどを収集します。

■ 収集データ一覧　　　　　

心拍数 24時間無休の心拍数モニタリング

体温 体温データを使って毎月の定期な健康状態をチェック
また体温変化により病気の兆候をチェック

睡眠情報 睡眠（ライト、ディープ、レム睡眠）の質を正確に追跡

血中酸素濃度 昼寝情報も収集

活動
マラソン中、歩行中、その他30以上の活動の種類を検出し、

健康へのアドバイスを行う
休息が必要なタイミングを検知

Bluetoothを介してスマートフォンアプリに転送されます。収集したデー
タはグラフ化されるので視覚的に健康状態を把握するのに役立ちます。

■ Oura Ringのスペック

材料 チタンコーティング

寸法 6号～13号 , 幅：7.9mm, 厚さ：2.55mm

重量 4g～ 6g（サイズによって異なります）

耐水性 ～100m

充電方法 専用ドック（電源はUSBで給電）

バッテリー持続時間 4日～7日（20 ～ 80 分でフル充電）

■ サイズの決め方

注文すると、指のサイズ確認キットがとどくので、事前にサイズチェック
することができます。本体価格は、6ヶ月間のサブスクリプション込みで299
ドル、6ヶ月を過ぎると6.99/月のサブスとなります。
メーカのWebサイト、またはAmazonから購入することができますが、

メーカのサイトから購入する場合は、関税・税金がかかる場合があるので、
事前に確認すると良いでしょう。

■ F8VPSでメンタルヘルス可視化

　Oura Ringをはじめウェアラブルデバイスで収集したデータは、F8VPS

の健康管理機能と連携することで、可視化することが出来ます。体温や

心拍数と言った健康状態のモニタリングや、心の体調をメタバース上のア

バター上に可視化でき、遠隔では気づきにくい「健康管理機能」を提供し

ます。対応するウェアラブルデバイスは今後追加していく予定です。

■Oura Ring サイト
https://ouraring.com/

■F8VPS サイト
https://www.forum8.co.jp/forum8/f8vps/

Oura Ring Generation 3OOura Ring Generation 3
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。

指輪内部にセンサが取り付けられており、いろいろな情報
が取得され ます

収集されたデータはスマート
フォンアプリで確認できます

メンタルヘルスから心拍数まで、「目に見えない」を可視化 
・メンタルヘルス機能
・体温や心拍数のモニタリング、気温と運動し熱中症対策機能

F8VPSOura Ring

HARDWARE
INFORMATION

2022-No.3
最新デバイス情報
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画像データが高額に取引されるというニュースをお聞きになったことがあるかと思いますが、これにはデータの
作成者や所有者を証明する仕組みを実現する、NFT（Non-Fungible Token：非代替性トークン）が使用されてい
ます。今日はこのNFTの技術について説明します。 

NFT（non Fungible Token）：非代替性トークン

NFTとは

NFTとは美術品や宝石等における価値をデジタルデータに付与する技術と

して採用されている技術のことです。デジタルデータに著作権者、所有者、取

引履歴を付与することができ、情報の改ざんができない仕組みを採用するこ

とで、鑑定書付きデジタルデータとして取り扱うことができるようになります。

そしてこの取引に使用する場所のことを、NFTマーケット（※1）と呼びます。

図１：NFT付与イメージ

NFTの技術「イーサリアムブロックチェーン」

　NFTの仕組みとしてブロックチェーン技術が使用されています。ブロック

チェーン技術とは、情報通信ネットワーク上にある端末を使用して、暗号技

術を使って取引記録を分散的に処理・記録するデータベースの一種であり、

ビットコイン等の暗号資産（※2）でも使われていることで有名です。NFTで

は、非代替性を実現する仕組みを実装している、イーサリアムブロックチェー

ンが使われています。

図２：ブロックチェーン技術のイメージ

NFTとコンテンツデータ

　NFTはデジタルデータであれば関連付けすることが可能です。ゲームのア

イテムやtwitterのデータ、画像、映像、音声データなどを関連づけることがで

きます。知名度が上がれば、高額で取引される可能性があります。

　ただし、現実的にはNFTマーケットにより扱えるフォーマットとサイズ上

限が異なるため注意が必要です。例えば、NFTマーケットのOpenSea（※

3）では、取り扱い可能なデータフォーマットは、JPG、PNG、GIF、SVG、

MP4、WEBM、MP3、WAV、OGG、GLB、GLTF、サイズ上限は100MBとな

ります。

図３：Shade 3DからNFTまでデータ交換の流れ

　弊社のソフトを利用されてい場合は、Shade3Dで作成した3Dモデルデー

タをglTF（もしくはglb）形式でエクスポートすることで、NFTマーケットで作

品データを登録・販売することができます。

NFTコンテンツの販売方法

　NFTコンテンツを販売するには、一般的にはNFTマーケットを利用しま

す。取引には暗号資産ウォレット（※4）が必要となります。マーケットでの販

売までの流れを紹介します。その他、細かい部分はマーケットにより対応が

異なりますので、事前にチェックしておくとよいでしょう。

1．データコンテンツを用意する

2．取引に使用するウォレットを用意する

　ウォレットとしてはMetaMaskが採用されているようです。

3．NFTマーケットにデータコンテンツをアップする

　マーケットにコンテンツを出品する際に事前の審査と手数料が必要となる     

　場合があります。

4．NFTデータコンテンツを販売する

　取引成立時にはGAS代を支払います。これによりデータの取引履歴が更

　新され、コンテンツの所有者が移行します。

NFTコンテンツに関する注意事項

注意するべきことは、大きく2つあります。

1つ目は、マーケットプレース間でコンテンツの移動ができない場合がある

ということです。使用するコンテンツに合わせてマーケットを選定する必要

があります。

2つ目は、コンテンツ販売で利益が発生した場合、税金がかかる場合があ

るということです。条件に取り扱いが異なりますので、不明の場合は税理士

に相談することをおすすめします。

注

※1　NFTマーケット　…OpenSea、Coincheck NFT、楽天NFTなどがあります。

※2　暗号資産…“仮想通貨”と言う名称から変更となりました。

　　  暗号資産（仮想通貨）とは何ですか？（日本銀行ホームページ）

　　  https://www.boj.or.jp/announcements/education/oshiete/money/c27.htm/

※3　OpenSae https://opensea.io/

※4　ウォレット　…暗号資産を管理するソフトウエアのこと。MetaMask、　　

　　  Coinbaseなど。

※2

※3



UC-win/Road Ver.16は以前紹介していますが、ここではCityGML
の対応について説明し、バージョンアップの主な更新内容を説明いた
します。

CityGMLとPLATEAU対応の拡張

UC-win/Road Ver.16では国土交通省が進めている3D都市モデ
ルプロジェクトPLATEAU（プラトー）で作成された都市モデルの
CityGML形式を読み込み、UC-win/Road上に建築物モデルを配置
する機能を追加します。既存のバージョンでもFBX、OBJ形式を経
由して読み込むことが可能でしたが、新バージョンではCityGML形
式に対応したため、UC-win/RoadのみですべてのPLATEAUの都市
モデルデータを読み込むことが可能となりました。

図1　地理院タイル（国土地理院）読み込みにPLATEAU建築物データ

また、CityGMLファイルに含まれる建築物モデルの属性情報も読

み込み、これまでのFBX、OBJ形式を経由した読み込みでは対応で

きなかったPLATEAU都市モデルデータに含まれる属性情報をUC-

win/Road上で閲覧する機能も新たに対応いたしました。建築物モ

デルに含まれる各種基本的な情報や、洪水や津波の浸水予測の情

報が含まれている場合はそれらを閲覧することが可能です。

図2　属性情報の閲覧

今後は、読み込んだCityGMLの形状情報や属性情報を活用した

各種シミュレーションとの連携機能や、属性を使用してわかりやす

く表示する可視化機能、UC-win/Roadでのシミュレーション結果を

CityGMLへ再出力を行う機能の開発を行い、デジタルツインプラッ

トフォームとしてのUC-win/Roadの価値を高めてまいります。

ASAM OpenDRIVE®対応

OpenDRIVEは、ASAM（Association for Standardization of 
Automation and Measuring Systems）によって推進されている高
度自動運転のための高精度な道路ネットワークの国際標準規格です。
UC-win/Road Ver.16ではASAM OpenDRIVEファイルのイン
ポート機能を提供します。外部ソフトで作成した道路ネットワーク
（道路、車線）をOpenDRIVEを介してUC-win/Roadへインポート
することで、シミュレーション環境作成に掛かるコスト削減を目的と
します。近年のADASおよびAD機能の開発検証における高精度地
図の活用は必要不可欠となっ
ています。今後これらの開発検
証にUC-win/Roadをさらに活
用できるよう、OpenDRIVEの
エクスポート機能や高精度地
図のインポート機能等、開発を
進めていく方針です。

マルチユーザクラスター機能の拡張

従来からあるマルチユーザークラスター機能と協調してシナリオ
の遷移条件をクライアントユーザの状態により変化させることが
できます。またイベントについてもメインユーザだけでなくクライア
ントユーザに対して発行することができます。例えば、自動運転、
ADASや交通安全に関する研究開発において運転者2名と周辺車両
をシミュレーションするクラスターシステムを構築した際、片方のド
ライバーの危険運転などをもう片方のドライバーにメッセージや音
声で相互に知らせることができるようになります。
リボンメニューのシナリオタブにあるマルチユーザの編集画面で
ユーザ登録できます。登録したユーザはシナリオの遷移条件・イベン
トのターゲットとして使用できます。どのユーザに割り当てるかはク
ラスターマスター画面にてマシンごとにユーザを割り当てます。

その他の機能拡張

その他には以下の主な改善と拡張を行っています。
・モデルの鏡面反射（Shininess）パラメータによって、環境マッ    

　   プの反射が可能になりました。
・道路断面のCSV入出力機能：道路断面リスト画面においてRS
　  ファイルに加えてCSVファイルでもインポート・エクスポートで
　   きるようにしました。
・道路付属物の編集画面を拡張し、テクスチャとモデルデータの
　　一括更新や一覧表示によるソートとデータ検索が容易になりま
　　した。
・雨、雪、風の気象表現が徐々に変化できるようにしました。
・ログ出力機能は一定の時間刻みに出力できるように拡張しました。
・ナビゲーションのキーボードショートカットを自由にカスタマイ 
　   ズできるようにしました。

UC-win/Road Ver.16
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

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 2022年6月3日

UC-win/Road・VRセミナー
日時：2022年09月8日（木） 9：30～17：35

会場：大阪支社セミナールーム／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）

＜インポート結果＞

インポート結果①（交差点は手動生成）

インポート結果② インポート結果③

他Viewerでの表示

図3　OpenDRIVEデータインポート結果の例
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UC-1 Engineer’s Suite 水工スイート
UC-1 製品のスイート版。クラウド対応、BIM/CIM 機能強化

はじめに

今回は「水工スイート」の製品概要と2022年に新たにラインナッ

プされた『砂防堰堤の設計・3DCAD』の機能を中心に、設計業務に

役立つ情報をご紹介します。

水工スイートの概要

水工スイートは「下水道」、「上水道」、「河川」関連の製品を組み

合わせたセット版です。

製品構成の一例として、下水道関連では「BOX カルバートの設

計・3D 配筋 （下水道耐震） 」や「マンホールの設計・3Ｄ配筋」、

上水道関連では「調節池・調整池の計算」や「配水池の耐震設計計

算」、河川関連では「柔構造樋門の設計・3Ｄ配筋」や「砂防堰堤の

設計・3DCAD」など多彩にラインナップされています。

UC-1 Engineer's Suite 砂防堰堤の設計・3DCAD

本製品は、砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解説お

よび土石流・流木対策設計技術指針解説に準拠した土石流・流木捕

捉工としてのプログラムです。

前身の『砂防堰堤の設計計算』に比べBIM/CIM機能が大幅に強

化されており、LandXMLのインポートや図面作成、IFCファイルなど

の出力に対応しています。ここでは、BIM/CIMの具体的な活用とし

てLandXMLのインポートによる周辺地形および堰堤の検討とIFC

ファイルの出力についてご紹介します。

●LandXMLによる周辺地形および堰堤の検討

LandXMLデータを読込むことで、例えば重機や資材の搬入経路

など周辺地形に対する広域な検討が可能です。また、砂防堰堤の設

置位置やオフセット（高さ方向）、設置角度を設定することで両者の

位置関係を3次元ビューワで確認しながら包括的にご検討いただく

ことが可能です。

堰堤の設計段階におきましては、地形情報および砂防堰堤モデル

の情報から設計流量の計算に必要な渓流横断面形状の自動取得が

可能となり作業の軽減が図れます。

図1　周辺地形の設定画面 図2　3Dビューワ

図3　砂防堰堤配置 図4　砂防堰堤（袖折れ）配置

●IFCファイル出力

本製品は２次元図面の自動生成の他に、CALS/CADスイートの

「UC-1 Engineer's Suite 3D配筋CAD」を介すことでBIM/CIMに

おける標準フォーマットである「IFCファイル」の出力が可能です。

また、このファイル形式以外にも「3DSファイル形式」や「DWG・

DXFファイル形式」での出力が可能となっていますので各種3Dモデ

リングソフトウェアでもご利用いただけます。

図5　IFCファイル出力

図6　IFCインポート例（Shade3D BIM/CIM設計照査ツール）

おわりに

今後も各種製品の64bit対応やBIM/CIMの強化をはじめ、利便性

の向上を目的とした様々な機能改善や機能拡張を行って参ります。

どうぞご期待ください。

Advanced Suite

BOXカルバートの設計・3D配筋
（下水道耐震）

等流・不等流の計算・
3DCAD

S ：¥1,056,000
（税抜¥960,000）

F ：¥1,267,200
（税抜¥1,152,000）地盤改良の設計計算 洪水吐の設計計算

調節池・調整池の計算 開水路の設計・3D配筋

柔構造樋門の設計・3D配筋 　　　－

製品構成・価格

S ：サブスクリプションライセンス　 F ：フローティングライセンス

UC-1

計算・CAD統合

●新規価格 本文参照
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製品概要

本製品は鋼道路橋の鋼床版桁の概略設計を行うプログラムで、平

成29年11月に発刊された道路橋示方書に準拠した設計計算を行い

ます。対話型画面による必要最小限の入力情報を元に格子解析を行

い、主桁断面の最適検討から、鋼重・剛比照査、下部工反力の計算、

活荷重たわみ検討、積算まで、概略設計に必要な一連の機能を持つ

のが特長です。

基本機能

図1　メイン画面 図2　横断面図

本製品は次の基準に準拠しています。
• 「道路橋示方書・同解説　Ⅰ共通編　平成29年11月」（公益社

団法人 日本道路協会）

• 「道路橋示方書・同解説　Ⅱ鋼橋・鋼部材編　平成29年11月」

（公益社団法人 日本道路協会）

• 「土木構造物設計ガイドライン」（国土交通省）

• 「鋼道路橋数量集計マニュアル」（一般財団法人 建設物価調査

会）

本製品の基本機能は表1のとおりです。

表1　基本機能

桁形式 鈑桁、箱桁

主桁数 最大20主桁（格点数600、部材数1000まで）

桁形式 最大14径間（格点数600、部材数1000まで）

パネル数 最大20パネル／支間

橋、桁タイプ 直線桁、曲線桁、バチ桁、スキュー付き桁、枝桁

横断面形状 歩道あり、歩道なし、中央分離帯考慮
（横断面形状の曲線補間または直線補間）

荷重 A活荷重、B活荷重、T活荷重、活荷重なし、
群衆荷重のみ、ユーザ設定線荷重（最大10ヶ所）

桁高変化 桁ごとに橋軸方向への桁高変化を定義

計算機能

計算機能としては、格子解析のほかに断面の自動決定や数量算出

も行うことができます。積算は格子計算時や断面計算時などに自動

的に行われます。また、活荷重を群衆荷重のみとすることで歩道橋の

設計にも対応することができます。

• 断面の自動決定

「土木構造物設計ガイドライン」に沿った省力化設計に対応

し、断面変化位置、板厚、材質を自動算出できます。算出結果は

手動による修正も可能です。

• 数量計算

必要となる部材の種類と、それらの重量、個数、塗装・舗装面積

などを集計します。部材ごとの単位質量や係数は手動での入力

による変更が可能です。

• 工費計算

請負工事費、材料費内訳や製作費内訳の計算を行います。材料

単価、工数単価は手動での入力による変更が可能です。

図3　自動決定の設定画面

図4　断面力図

平成29年道路橋示方書への対応

平成29年道路橋示方書への対応で最も大きな点は、部分係数法に
基づいた設計法への対応です。
部分係数には、作用力に乗じる「荷重係数／荷重組合せ係数」と、

耐力に乗じる「調査・解析係数／部材・構造係数／抵抗係数」があり
ます。本製品では[基準値]メニューに設定画面を用意していますので、
任意の値に変更可能です。
また、その他の対応として、鋼材種類のSBHS400/SBHS400W/

SBHS500/SBHS500Wの追加に対応しました。

図5 荷重係数／荷重組合せ係数の
　　  設定画面

図6　調査・解析係数／部材・構造
　　  係数／抵抗係数の設定画面

鋼床版桁の概略設計計算（部分係数法・H29道示対応）
鋼床版鈑桁・箱桁の概略設計計算プログラム

橋梁上部工

●新規価格 462,000円（税抜420,000円）
●リリース 2022年6月
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Ver.3の改訂内容

「二柱式橋脚の設計計算（部分係数法・H29道示対応）Ver.3」で

は、下記の機能追加や拡張を行いました。以下に、これらの機能の

概要を紹介します。

・永続／変動／偶発（衝突）ケース入力機能強化

・震度連携サポート機能対応

永続／変動／偶発（衝突）ケース入力機能強化

平成29年道路橋示方書に準拠した設計を行う場合、想定される

全ての作用組合せケースについて照査を行う必要があり、荷重ケー

スの設定作業が大きな負担となっていました。Ver.3では、これらの

作業を簡略化するために、永続／変動／偶発（衝突）ケースにおけ

る入力機能の拡張を行いました。

（1）荷重ケース自動生成機能

これまでは、多数の荷重ケースを照査方向毎に追加し、荷重ケー

ス毎に各種設定を行う必要がありました。Ver.3では、設計データ新

規作成時に、「初期入力」画面の「考慮する作用種別」の設定より、

自動的に永続／変動／偶発（衝突）の荷重ケースの生成を行うこと

が可能です。

（2）上部工反力一括入力機能

本機能は、永続／変動／偶発（衝突）ケースの上部工反力におい

て、作用種別毎の荷重を一括入力・反映できる機能です。各荷重ケー

スの荷重状態に合わせて、作用組合せに含まれる作用種別の荷重を

反映します。また、温度差の影響TFの作用方向の設定、風荷重WS、

WLの方向毎の設定、雪荷重SWの水平力の考え方の設定等、一括入

力に関する様々な設定もご用意しています。

図1　上部工反力一括入力機能

（3）荷重ケース一覧画面

永続／変動／偶発（衝突）照査における荷重ケースの一覧表示に

対応しました。これにより、設定いただいた全ての荷重ケースを一覧

で確認・変更することが可能となります。本機能を入力チェックとし

てご利用いただくことで、入力ミスの軽減につながります。

図2　永続／変動／偶発（衝突）ケース一覧画面 

（4）荷重ケースインポート／エクスポート機能

永続／変動／偶発（衝突）照査における荷重ケースのインポート

／エクスポート機能に対応しました。これにより、複数の橋脚を有す

る一連の橋梁において、荷重ケースの情報を共有することで複雑な

作用組合せの入力も簡単に反映できるようになりました。

図3　荷重ケースインポート／エクスポート画面 

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）では、複数の二柱式橋

脚データを含んでいる場合、径間数や登録基数に比例し二柱式橋脚

製品側で同一の操作を行う回数が増加します。Ver.3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（全ての二柱式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

その他の対応項目

Ver.3では、その他の画面の入力機能強化やBIM／CIMモデルを
サポートできる下記機能についても対応を行いました。
・偶発（レベル2地震動）時の死荷重時上部工反力の入力拡張
・メイン画面の3Dモデルのデータエクスポート
その他にも、「橋脚の設計・3D配筋（部分係数法・H29道示対
応）」において寄せられた多数の要望に対応しております。

二柱式橋脚の設計計算　Ver.3
（部分係数法・H29道示対応） 
はり無し二柱式橋脚の安定計算及び柱・フーチングの設計計算プログラム

●新規価格 385,000円（税抜350,000円）
●リリース 2022年6月

橋梁下部工

3D PDF

電子納品

3DA対応

二柱式橋脚／ラーメン橋脚の設計・3D配筋セミナー
日時：2022年10月04日（火） 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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基礎の設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応） Ver.6
杭/鋼管矢板／ケーソン／地中連続壁／直接基礎、液状化に対応した
耐震設計、図面作成プログラム

改訂内容

「基礎の設計・3D配筋（部分係数法・H29道示対応） Ver.6」で

は、主に以下の改訂を行います。ここでは、その概要を紹介します。

・ケーソン基礎：設計例対応（日本圧気技術協会）

・杭基礎：コンクリート打設工法の対応

・杭基礎：任意荷重拡張

・設計調書改良

ケーソン基礎：設計例対応（日本圧気技術協会）

平成29年道路橋示方書に準拠したケーソン基礎の計算の流れや

設計する上での重要なポイントについて記載された「平成29年道路

橋示方書に基づくケーソン基礎による橋脚基礎の設計計算例（日本

圧気技術協会）」が技術資料として公開されています。この計算例に

沿った設計が行えるように、ケーソン基礎の部材照査を中心に拡張

を予定しています。（図1、 図2）

図1　ケーソン基礎の主要な部材照査箇所

部材の設計 開始

耐久性能の照査
　腐食／疲労

前提条件の検討
Tm≦コンクリートのせん断

力の制限値

耐荷性能の照査
・永続変動作用
・レベル2地震時
・施工時

曲げ
　Md≦Myd
　Md≦Mud
せん断
　Sd≦Susd
　Sd≦Sucd

その他性能の照査
最小鉄筋量

部材の設計 終了

開始

設計条件の設定

構造諸元の設定

変位の制限の照査

耐荷性能の照査
永続作用支配状況・変動作用支配状況

施工時

部材の設計

耐荷性能の照査
レベル2地震動を考慮する設計状況

その他の照査

終了

OK

OK

OK

OK

OK

OK

耐久性能の照査

OUT

図2　ケーソン基礎の計算フロー図

杭基礎：コンクリート打設工法の対応

平成29年道路橋示方書 Ⅳ編において、中掘り杭工法（コンクリート
打設方式）場合、極限支持力度の特性値等が不明なため対応を行う
ことができませんでしたが、令和2年9月に杭基礎設計便覧が発刊さ
れ、参考資料4 「杭の先端支持力推定式が規定されていない条件に
おける支持力の推定と適用条件」に「設計,施工に関する前提となる

条件を満たす中掘り杭工法（コンクリート打設方式）では、押込み力
に対して杭先端の極限支持力の特性値を場所打ち杭の極限支持力
度に準じて設定した上で、中掘り杭工法に対する部分係数を用いて設
定した制限値を超えない場合は、支持力の評価式が規定されている
杭工法・地盤条件の場合と同等の信頼性で押込み力に対する支持の
限界状態を超えないとみなすことができると考えられる」と明記され
ました。
特定の設計,施工の条件を満たす場合は、この工法も検討できるよ

うに拡張を行います。（図3）

図3　中掘り杭工法（コンクリート打設方式）設定

杭基礎：任意荷重拡張

Ver.5の永続変動時の安定計算に考慮できる任意荷重は、最大5ケー

ス・荷重タイプ2種（EQ:地震の影響/HP:水圧）としていました。Ver.6で

は検討可能なケースを最大20ケース、荷重タイプもWS:風荷重/WP:波

圧/E:土圧を追加し、より汎用的に利用いただけるように拡張を予定して

います。（図4）

図4　杭体任意荷重画面

設計調書改良

設計調書への出力では、杭基礎に加えて鋼管矢板基礎にも対応し
ます。鋼管矢板基礎では、基礎工詳細設計調書や比較表への出力を
可能にします。また、従来の杭基礎の出力においても方向毎の出力へ
の対応等の改善を行います。

UC-1

電子納品 IFCSXF3.1

計算・CAD統合 3D配筋対応

基礎の設計・3D配筋セミナー
日時：2022年10月14日（金） 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）●新規価格  Advanced：517,000円（税抜470,000円）　

　　　　　　  Standard：408,100円（税抜371,000円）　 Lite：264,000円（税抜240,000円）
●リリース  2022年8月
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3D PDF
電子納品
IFC

SXF3.1

3DA対応

計算・CAD統合

3D配筋対応BOXカルバートの設計・
3D配筋 Ver.21
BOXカルバート1～3連の断面方向、縦方向ウイングの設計・図面作成プログラム

Ver.21の改訂内容

「設計要領第二集　カルバート　建設編（令和元年7月）NEXCO」

（以下、「設計要領R1」とします）ではボックスカルバートの耐震設

計手順の一例として「応答震度法」での例が示されています。本プ

ログラムでは「設計要領R1」の計算手法への対応を段階的に行って

いく予定としており、第一弾で「設計要領R1」で追加されたレベル2

地震動の照査項目への対応、第二弾で「応答震度法」への対応を予

定しています。

今回はその第一弾の対応として次の機能拡張を行いました。

・隅角部の照査

・中壁及び中柱の破壊形態の照査

・隅角部の層間変形角の照査

ここでは、その照査の概要を紹介します。

隅角部の照査

隅角部について、以下の照査方法を用いて耐震性の照査を行い、必

要配筋量の照査を行います。

・隅角部が閉じる方向の場合

圧縮線

d’

R

d’
d = 0.65・R

図1　照査断面

図1の断面に対して鉄筋コンクリートの断面計算を行います。

・隅角部が開く方向の場合
隅角部に作用する内側引張の曲げモーメントに対して式-1による
照査を満足しない場合は、補強鉄筋を配置するものとして式-2によ
り補強鉄筋量を算出します。
σtmax≦σbt 　　…”式-1” 

ここに、
σtmax
式-3に規定する隅角部に発生する最大引張応力度（N／mm2）

σbt
コンクリートの曲げ引張強度（N／mm2）　（＝0.23σck2／3）

ここに、

Asreq
√2・TH-2/3・σtc・W・lz

σsy
…式-2

σtmax
√3 2TH
2W・lZ

…式-3

σtmax：引張応力度の最大値（N／mm2）
T ：補強筋の負担する引張力（N）
TH ：引張応力の合力（N）
Asreq ：必要補強鉄筋量（mm2）
W ：節点部奥行き（mm）
σsy：鉄筋の降伏応力度（N／mm2）
σtc：コンクリートが負担する最大引張応力度（N／mm2）（＝2／
　　  3σbt）
lz：引張応力度の発生する領域 （＝0.8d）
d ：隅角部領域高さ（mm）

図2　隅角部が開く方向の作用力

中壁及び中柱の破壊形態の照査

レベル2地震動に対して中壁および中柱については曲げ破壊型と

します。曲げ破壊型とするには下式を満足する必要があり、この確認

を行います。

Md／Mu＞Pd／Ps

ここに、Md：発生曲げモーメント

Mu：終局曲げモーメント

Pd：発生せん断力

Ps：せん断耐力

隅角部の層間変形角の照査

層間変形角の照査は、レベル2地

震動に対して、図3で定義される隅角

部の層間変形角が表1の許容変形角

を超えないことを確認します。

上部　層間変形角度　θ =  ー ーθ1δ
L

下部　層間変形角度　θ =  ー ーθ2δ
L

L : スパン長

θ1

θ2

δ : 相対変位

図3　層間変形角の定義（隅角部に隣接する側壁）

道路土工

BOXカルバートの設計・3D配筋セミナー
日時：2022年10月21日（金） 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）

ハンチの有無 許容層間変形角

ハンチ有り 1/30

ハンチ無し 1/30

表１　隅角部の許容層間変形角

●新規価格 Advanced：396,000円（税抜360,000円）　
　　　　　　  Standard：319,000円（税抜290,000円）　Lite：217,800円（税抜198,000円）
●リリース  2022年7月
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Ver.8の改訂内容

Ver.8では，主に次の機能追加や拡張を行いました。以下に、これ
らの機能の概要を紹介します。
・縦断変化点毎の検討に対応
・縦方向の計算対応

縦断変化点毎の検討に対応

これまで正面形状にて入力された一定勾配・山折れ・谷折れの設定
は、図面作成・3Dモデル作成時にのみ活用されており、計算が行われる
のは側面形状で入力された1断面だけでした。
Ver.8では、縦断方向に複数の断面を指定し、その全断面で計算を行

い、それらの照査結果を一覧表示する機能を追加しました。
各断面形状は、図2のように竪壁高さ・竪壁上端幅を変化させること

が可能です。

図1　縦断変化点毎の検討

図2　縦断変化手法

各断面位置での背面土砂の考え方は、土砂形状画面で設定した
形状をそのまま用いて検討するか、盛土の水平部を全断面位置で固
定するかを選択することができます。

図3　背面土砂の考え方

縦方向の計算対応

『土地改良事業計画設計基準　設計「水路工」平成26年3月』で

は、底版の剛性が小さい場合等の考え方として、縦方向の検討につ

いて記載されています。本プログラムでは土圧作用方向のみの対応

となっていたため、縦方向の計算に対応しました。

縦方向の計算では、フレーム解析にて断面力を計算し、得られた

最大・最小曲げモーメントに対して応力度照査を行います。

その際の骨組みモデルは、開水路本体を部材直角方向に分布バネ

を有する部材として、ブロック左端を鉛直ローラー支点とする方法を

採用しています。

分布バネを有する部材

図4　骨組みモデル

分布バネは任意の範囲に分割し、それぞれの範囲毎に異なる鉛直
バネ値を設定することが可能です。
また、任意の位置に鉛直荷重（分布荷重，集中荷重）を考慮して
検討する事もできます。

図5　分布バネ（縦方向）
　　  入力画面

図6　任意荷重（縦方向）入力画面

応力度照査の考え方としては、「一軸対称」と「任意二軸」による

2通りの方法から選択できます。

「一軸対称」を選択した場合は、側壁部材や底版部材の断面照

査と同じ考え方で照査を行います。検討形状としては矩形ブロック

を左右対称となるように組み合せた形状でモデル化し、側壁および

底版に配置された鉄筋を考慮して曲げ応力度照査を行います。

「任意二軸」を選択した場合は断面の頂点を座標として作成した

形状で検討します。中立軸位置の算出パラメータとして中立軸の傾

き及び図心から中立軸までの距離を用いた収束計算を行い、上下だ

けでなく左右方向の鉄筋配置も考慮して応力度照査を行います。

図7　一軸対称の検討形状 図8　任意二軸の検討形状

開水路の設計・3D配筋 Ver.8
土地改良「水路工」に特化したU型開水路計算・図面作成プログラム

水工

3D PDF
電子納品
IFC

SXF3.1

3DA対応

計算・CAD統合

3D配筋対応

●新規価格 159,500円（税抜145,000円）
●リリース 2022年5月31日
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マンホールの設計・3D配筋 Ver.9
現場打ち、組立て式マンホール／集水桝の設計計算、図面作成プログラム

Ver.9の改訂内容

「マンホールの設計・3D配筋 Ver.9」では、主に次の機能拡張を行

います。

・集水桝の安定計算機能拡張

・水道施設耐震工法指針による応答変位算出対応

・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

ここでは、その概要を紹介します。

集水桝の安定計算機能拡張

これまでの集水桝の検討では、周辺の土砂は全方向（４方向）同じ

形状とし、４方向から主働土圧が作用するものとして安定計算を行っ

ていました。Ver.9では任意の１方向を他の３方向と別の土砂形状にす

ることを可能とします。

また、検討方向における両側の土砂形状が異なる場合や地震時の

検討を行う場合は、両側から作用する水平力に差が生じることになり

ますが、このような場合に、水平力が小さいほうの壁に受ける土圧を

受動土圧として考慮することも可能となります。

受動土圧を適用したときに、受動土圧が主働側からの水平力より大

きくなる場合は、両側の水平力が等しくなるように受動土圧および底

面の滑動抵抗力の有効率αを算出し、その有効率を考慮した状態で安

定計算を行います。

受動土圧 主動土圧

PAHα・PPH
kh・W

α・R

図1　受動土圧を適用した安定計算

水道施設耐震工法指針による応答変位算出対応

マンホールの耐震計算は応答変位法による計算となり、地盤の変

位振幅を算出し、その地盤変位に相当する荷重を躯体に作用させま

す。このとき、地盤の変位振幅は下水道協会の基準に準拠して自動算

出されます。

水道施設耐震工法指針・解説では、地盤のせん断弾性波速度Vsi

や設計応答速度Svの求め方が下水道基準とは異なっており、このよう

な場合には地盤変位の直接入力の機能を用いる必要がありましたが、

Ver.9では水道施設基準の自動算出にも対応します。

堆積時代別土質
Vsi（m／s）

せん断ひずみ10-3 せん断ひずみ10-6

洪積層
粘性土 129N0.183 172N0.183

砂質土 123N0.125 205N0.125

沖積層

砂質土 122N0.0777 143N0.0777

砂質土 61.8N0.211 103N0.211

表1　水道基準の地盤のせん断弾性波速度Vsi

開口部計算モデルの支持条件拡張

本製品における開口部の照査は、開口部計算モデルを作成して
検討します。開口部計算モデルとしては、梁モデルや平板解析、
FEM解析による平板モデルを作成することが可能です。梁モデル
の支持条件として、現状では両端固定梁、片持ち梁、単純梁が選
択可能ですが、Ver.9では、一端固定他端単純支持梁の条件を選
択可能とします。

図2　一端固定他端単純支持モデル

図面作成時の頂版開口数の拡張

本製品では図面作成までを一貫して行うことが可能であり、構
造図、配筋図、鉄筋表を生成できます。開口を考慮した図面作成も
可能ですが、これまで、矩形マンホール頂版の開口は２個までの制
限がありました。Ver.9では、その制限を緩和し、3個の開口を設定
できるように拡張します。

図3　頂版平面図

その他の対応項目

Ver.9では、今回紹介した項目以外にも、XMLボーリングデータ
インポート機能の追加や計算書改善等、設計者の利便性を向上さ
せる機能追加、改善を予定しております。

●新規価格 275,000円（税抜250,000円）
●リリース 2022年7月

水工

3D PDF
電子納品IFC

SXF3.1

下水道耐震設計体験セミナー
日時：2022年10月27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

計算・CAD統合3DA対応

3D配筋対応
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Ver.12の改定内容

「圧密沈下の計算 Ver.12」で対応した下記の改定内容についてご
紹介いたします。
・盛土と荷重の同時載荷に対応
・盛り立て土量の算出機能を追加
・層データの節点数や曲線データ構成数の制限を拡張
・モデル作成補助ツールからのダイレクトインポート機能を追加

盛土と荷重の同時載荷に対応

本製品で与えられる荷重条件は、盛土形状や単位体積重量を入力
して内部で荷重換算する「盛土」と荷重強度を直接入力する「荷重」
がありますが、盛土と荷重の同時載荷に対応しました。荷重データ
については無限長帯荷重や無限長線荷重、単一集中荷重など複数
の種類に対応しており、盛土と合わせて全て同時に載荷させること
ができます。また、本製品では多段階施工に対応しておりますが、1
つの施工段階にまとめて載荷させることもできますし、施工段階1は
盛土のみ、施工段階2は荷重のみ載荷といったように多様な設定を
することができます。

図1　盛土と荷重の同時載荷

盛り立て土量の算出機能を追加

盛り立て土量の算出機能を追加しました。例えば、盛土上に構造物
を建設する場合、整形の台形になった上に建てる必要があり、沈下終
了後にどれだけ土を盛れば良いかの検討が必要となる場合がありま
す。盛土を設けて沈下した場合、盛土自体も沈下しますが、本機能によ
り初めに与えた盛土形状に一致するような土量を算出することができ
ます。

図2　盛り立て土量の算出

沈下量形状に合わせてスライス分割して計算する。
ここに、
V : 盛り立て土量（m3）
ΔA : スライス断面積（m2）
L : 施工延長（m）

V ＝ ∑ΔA × L

層データの節点数や　　　　　　　　　　　　　
曲線データ構成数の制限を拡張

地層の中間点データや土質条件の曲線データ構成数など多数の
制限の拡張を行いました。具体的な拡張内容については表1の通りで
す。今回の拡張により、従来に比べてさらに複雑な地層形状モデルの
作成や荷重および土質条件の設定を行うことができるようになりま
したので、検討の幅が広がりました。

表1　制限の拡張

旧 Version Ver.12 備考

地層の中間点データ 20 50 層データの変化点

曲線データの構成数 10 50
・e-logP曲線
・logmv-logP
・logCv-logP

荷重数 50 100
・単一集中荷重
・無限長線荷重
・無限長帯荷重

沈下量算出点 30 50 沈下量の計算位置

実測沈下量の経時変化点 200 500 測定データから沈下挙動を
予測する時の測定データ数

モデル作成補助ツールからの　　　　　　　　　
ダイレクトインポート機能を追加

本製品には入力補助ツールとして、標準で「モデル作成補助ツー
ル」が付属しています。従来はモデル作成補助ツールで（*.ssd）
データを作成し、当該データを「圧密沈下の計算」で読み込む手順
となっておりました。今回追加したダイレクトインポート機能では、
（*.ssd）データの保存/読込の手順が必要なく、モデル作成補助
ツールと本製品間においてファイルを介さずに検討モデルがシーム
レスに連携できますので、入力を省力化することができます。

モデル作成補助ツール

[*.ssd]ファイルを介さずに連携

圧密沈下の計算

図3　モデル作成補助ツールからのダイレクトインポート機能

圧密沈下の計算 Ver.12
自然圧密・各種対策工法に対応した圧密沈下プログラム

地盤解析

●新規価格 275,000円（税抜250,000円）
●リリース 2022年5月26日

電子納品
3DA対応

3D PDF
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地盤改良の設計計算 Ver.9
深層・浅層混合処理工法を用いた改良地盤の設計計算プログラム

Ver.9改訂内容

「地盤改良の設計計算 Ver.9」では、主に下記の機能追加、拡張を

行いました。

【建築基準：深層混合処理工法】
・仮想ケーソンとしての照査に対応しました。
・前面側と背面側で密度が異なる「櫛型配置」に対応しました。　    

　　※仮想ケーソンの場合のみ
・液状化対策以外の場合も液状化の影響を考慮して照査が行え  

　   るように拡張しました。
・液状化の判定を行い、その結果を照査に反映できるように拡張

　   しました。
【浅層混合処理工法】
 ・設計用荷重にモーメントを指定できるように拡張しました。
以降に、対応内容の概要をご紹介いたします。

仮想ケーソンとしての照査

下記の条件を満たしている場合、改良体全体を仮想ケーソンと考え

た照査を行う事ができます。

・設計基準として「2018年版 建築物のための地盤改良の設計およ  

　   び品質管理指針」が選択されている

・「擁壁下の改良」が選択されている

改良体を仮想ケーソンとして見なした照査は、「2018年版 建築物

のための地盤改良の設計および品質管理指針（以下、指針）」の設計

例※として掲載されている手法です。設計例では、改良体の複数集合

体としての平面形状を有していること、常時、地震時共に大きな水平

力を受けることを考慮すると、改良体全体がケーソンの様な挙動を示

すとして、仮想ケーソンとしての照査を行っています。
※12.6 擁壁（p.213～）の設計例題-1および設計例題-2

●仮想ケーソンとして照査可能な配置形式
仮想ケーソンとして考慮できる改良体の配置は、以下の通りです。

櫛型配置の場合、Y方向にラップされていない場合も一体で挙動する

ものとして照査します。

櫛形配置 ブロック型配置 全面改良

図1　仮想ケーソンとして照査可能な配置形式

●通常の計算手法との相違
仮想ケーソンとして照査を行う場合は、水平地盤反力係数の算定式

および地盤の変形係数の推定式が指針に示されるものと異なります。

仮想ケーソンとする場合は、道路橋示方書Ⅳに掲載される算定式を用

います。その他の相違点としては、設計例に準じて周面摩擦力の考慮

方法に下記の選択を設けております。

・鉛直支持力のおよび偏土圧の検討において、隣接改良体と面する 

　   2面分の摩擦力は考慮しない選択。

・偏土圧において、側面摩擦抵抗を1面分のみ考慮する選択。

櫛型配置への対応

前面側を密に改良体を配置する「櫛型配置」に対応しました。櫛型配

置においては、密な区間を「A区間」粗な区間を「B区間」として、計算

に考慮します。

A区間 B区間

図2　櫛型配置

液状化を考慮した検討

旧バージョンにおいては、液状化対策としての設計を行う場合の

み液状化の影響を考慮することができましたが、液状化対策が選択

されていない場合も考慮できるようにしました。また、液状化の判

定から、その結果を反映した改良体の設計までを一連の流れで計算

する事が可能になりました。

偏心を考慮した検討への対応

浅層混合処理における設計荷重としてモーメントを考慮できるよ

うにしました。モーメント荷重が入力されている場合は、荷重の偏心

を考慮した照査を行います。偏心を考慮した場合、台形分布または

三角形分布とするのか有効載荷幅における等分布とするのかの選択

が可能です。

改良地盤

下部地盤

改良地盤

下部地盤

H H

B×L B×L

q1
q2 Df Dfq

Be

q1’
q2’

1:n1:n 1:n 1:n

q’

θ θ θθ

[Be+2（H-Df）・tanθ]・[L+2（H-Df）・tanθ][Be+2（H-Df）・tanθ]・[L+2（H-Df）・tanθ]

図3　偏心を考慮した荷重の分布状態

地盤改良

●新規価格 165,000円（税抜150,000円）
●リリース 2022年5月31日

ウェルポイント・地盤改良の設計体験セミナー
日時：2022年12月1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3DA対応
3D PDF
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UC-1 Cloud 自動設計 RC断面計算
Web APとしてマルチプラットフォームでの利用が可能

UC-1 Cloud自動設計シリーズ

UC-1 Cloud　自動設計シリーズとして、新たに「UC-1 Cloud 自

動設計 RC断面計算」をリリースします。本シリーズは「BOXカル

バート」、「擁壁」、「土留め工」の3製品をリリースしており、今後も

高い需要が見込まれる主要構造物を対象に新製品を順次ラインナッ

プします。

NEW!

図1　UC-1 Cloud 自動設計シリーズ

本シリーズはインストール不要のWebアプリケーションで、インター

ネットに接続できる環境があればどこでもご利用いただけます。その

他にも、クラウド利用による様々なメリットがあります。

・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

　   用可能

・ユーザアカウント毎の環境設定に対応し、別々の端末でも同様の

　   サービスが利用可能

・クラウドサーバでデータファイルを管理

・複数ライセンス、マルチユーザでの利用が可能

図2　UC-1 Cloud 利用イメージ

自動設計

UC-1シリーズ「RC断面計算」にはない機能として、本製品では自

動配筋機能に対応します。入力された鉄筋の種類、かぶり、本数か

ら、全ての照査結果がOKとなる配筋量を自動的に決定することが

可能です。

さらに本製品では、補強設計機能として、照査結果がOKとなる

補強材の必要量を自動設定する機能に対応します。補強の種類は

「RC補強」「鋼板補強」「炭素繊維シート補強」をサポートしてお

り、例えば「RC補強」では、全ての照査結果がOKとなるコンクリー

ト増厚、および補強鉄筋量を自動で設定することができます。

これらの機能により、モデル化の自動設定をサポートします。自
動設定されたモデルはUC-1「RC断面計算（旧基準）」のデータ
ファイル（*.rc8）としてエクスポートが可能です。本製品からエク
スポートしたデータファイルを「RC断面計算（旧基準）」で読み込
み、詳細設計や計算書の出力を行うことができます。また、rc8デー
タは「RC断面計算（部分係数法・道示対応）」でも読み込むことが
可能です。

計算仕様

START

・基本条件
・断面形状
・応力度
・照査設定

【入力】

【計算実行】

【計算結果】
・断面諸量
・応力度照査
・M-φ関係

全照査結果がOKとなる配筋量、補
強量を自動設定し、その時の照査
結果を表示

END

図3　自動設計

本製品では、様々な断面形状を持つ鉄筋コンクリート断面の断面
諸量、応力度計算、必要鉄筋量、最小鉄筋量、抵抗モーメント、終局
モーメント、初降伏モーメントの計算と、限界状態設計法による断面
照査をサポートします。適用断面は定形パターンとして9種類の形状
タイプに対応します。

計算方法 許容応力度法 限界状態設計法

適用基準 道路橋示方書（平成24年）

コンクリート標準示方書（平成8年）
コンクリート標準示方書（2002年）
コンクリート標準示方書（2007年）
コンクリート標準示方書（2012年）
鉄道構造物等設計標準（平成11年）
鉄道構造物等設計標準（平成16年）

形状タイプ ・矩形　　 　　・小判横
・円形　　 　　・小判縦
・I桁　　　　　・T桁
・ダブルT桁　   ・箱桁
・円孔ホロー桁

・矩形（ハンチなし・中空部なし）
・円形／円環
・I形
・T形
・箱形（１室、ハンチなし）

計算内容 ・断面諸量
・曲げ照査
・せん断照査
・抵抗モーメント
・終局モーメント
・降伏モーメント

・断面諸量
・耐久性（使用限界）
・断面破壊（終局限界）
・疲労破壊（疲労限界）
・使用性

表1　適用範囲

UC-1 Cloud

●新規価格 193,600円（税抜176,000円）
●リリース 2022年7月
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Shade3D Ver.23では、VR、WebGLにも対応するアニメーショ
ン機能に加え、BIM/CIMでは線形機能などの新機能対応、機能強
化が行われます。今回は主な機能についての概要をご紹介いたしま
す（画面は開発中のものです。予告なく変更される場合があります）。

線形対応

道路や鉄道の路線に使用される形状である線形に対応します。
既存機能の「線形状」のように作成し、緩和曲線の設定の変更も可
能です。スイープ曲面と組み合わせた道路面の作成ができ、より現
実に即したモデリングが可能になります。

図1　線形対応

アニメーション：モーフターゲット対応

モーフターゲットによるポリゴンメッシュの変形、合成に対応しま
す。一つの顔のモデルに対して複数の表情を作成、それぞれを割合
で合成することができるようになります。スキン変形では作成しづ
らい動きの作成など、キャラクターアニメーションの表現力が向上
します。

図2　モーフターゲットによる複数の表情の合成

アニメーション：マルチタイムライン対応

一つのシーンでの複数のキーフレームアニメーションの保持に対
応します。歩く、走るなど、各種の動きを持ったキャラクター素材を
一つのシーンファイルとして扱うことできるようになります。

図3　マルチタイムラインによる複数の
モーションの保持

glTF入出力 アニメーション対応強化

モーフターゲット、マルチタイムラインへの対応はglTF形式の入出

力にも反映されます。VR、WebGL向けのコンテンツ制作において、

高度なアニメーション情報を含めたモデルの作成、編集ができるよ

うになります。

ブール演算パートのポリゴンメッシュ対応

ブール演算パートがポリゴンメッシュに対応します。パートの階層

構造による組み立てがリアルタイムに反映されることで、位置の調

整や元形状の変更などを素早く行うことが可能です。基本的な形

状の組み合わせによるモデリングや、3Dプリントの最終工程となる

一体化のような作業での試行錯誤、やり直しも効率よくできるよう

になります。

図4　ブール演算パートの階層構造の組み立てによるモデリング

サーフェスリプリケータ 干渉回避対応

サーフェスリプリケータにおいて、オブジェクト同士が重ならないよ

うに配置することができるようになります。ランダムな配置を行いつ

つ、重なりによる不自然な状態を回避したい場合に有用な機能です。

図5　干渉部分を色付けで強調（左：従来配置、右：干渉回避）

BIM/CIM設計照査ツール　　　　　　　　　　
（別売オプション：44,000円　Professionalのみに対応）

IFC入力 3D配筋CAD連携 設計照査情報対応

3D配筋CADが出力するIFCファイルに外部参照として付属する

設計照査情報ファイルの読み込みに対応します。

設計の際に割り当てられた情報をShade3D上で確認することが

できるようになり、設計照査の作業の効率が向上します。

Shade3D Ver.23
BIM/CIM対応 統合型3DCGソフト

CG・VR

●新規価格 Professional：107,800円（税抜98,000円）
   Standard：52,800円（税抜48,000円）
   Basic：21,780円（税抜19,800円）
●リリース 2022年7月

Shade3Dセミナー（応用編）
日時：2022年08月3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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NEW ARRIVALNEW ARRIVALNNEEEEEEEWWWWWWWW AAAAARRRRRRRIIIIIIIVVVVVVVAAAALLNNEEEEEEEWWWWWWW AAAAARRRRRRRRIIIIIIIVVVVVAAAALL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.16 ▶P.33

新規（Ultimate） ： \1,892,000（税抜\1,720,000）

新規（Driving Sim） ： \1,210,000（税抜\1,100,000）

新規（Advanced） ： \968,000（税抜\880,000）

新規（Standard） ： \660,000（税抜\600,000）

新規（CIM Lite） ： \528,000（税抜\480,000）

・CityGML作成機能
・OpenDRIVE®対応
・レンダリング機能強化
・運転シミュレーションのクラスター連動機能拡張
・基本機能の改良

'22.06.03

UC-win/Road 地震シミュレータ
プラグイン・オプション 

新規 ： \440,000（税抜\400,000）～

・地震による家具や照明の揺れ、倒壊等の被害状況や影響を3DVRで可視化
・VRモーションシート・HMDを連携して地震体験ができるシステムの構築に対応

'22.02.02

CG・VR

／

Shade3D Ver.23　▶P.44

新規（Professional） ： \107,800（税抜\98,000）

新規（Standard） ： \52,800（税抜\48,000）

新規（Basic） ： \21,780（税抜\19,800）

・道路や鉄道の路線に使用される形状である線形に対応
・モーフターゲットによるポリゴンメッシュの変形、合成に対応
・一つのシーンでの複数のキーフレームアニメーションを保持するマルチタイムライン対応
・glTF入出力 アニメーション対応強化（モーフターゲット、マルチタイムラインへの対応）
・ブール演算パートのポリゴンメッシュ対応
・サーフェスリプリケータ 干渉回避対応
・BIM/CIM設計照査ツール：IFC入力 3D配筋CAD連携 設計照査情報対応

'22.07

Shade3D SDK

新規： \88,000（税抜\80,000）

Shade3D SDKでは、主に以下のような機能を開発することができます。
・独自の設定項目を元にしたモデル生成、編集、モーション設定などの自動化ツール
・外部の 3D データ、画像形式との変換を行うインポータ、エクスポータ
・外部のレンダリングエンジンへの対応
・図面への点、線、面、文字の描画による情報表示
・フローティングウインドウ、ダイアログボックス、コントロールバーへのボタン追加などの UI 操作
・物理エンジンを利用したシミュレーションツール

'22.04.04

FEM解析

／

Engineer’s Studio® Ver.10.1

新規（Ultimate） ： \2,310,000（税抜\2,100,000）

新規（Ultimate(前川モデル除く)） ： 

\1,540,000（税抜\1,400,000）

新規（Ultimate(ケーブル要素除く)） ： 

\1,760,000（税抜\1,600,000）

新規（Advanced） ： \1,100,000（税抜\1,000,000）

新規（Lite） ： \572,000（税抜\520,000）

新規（Base） ： \385,000（税抜\350,000）

・断面から連動したばね特性とＭ－θモデル強化（同時性のスイッチ）
・ばね要素の許容回転角に「同時性」スイッチを追加
・Ｍ－φ特性、ばね特性、ヒステリシスの各サムネイル画面でプリ処理自動化
・「支点条件」ウィンドウで支点ケースや節点を設定可
・固有値解析結果一覧表や振動数とモード減衰定数の関係図を呼び出すボタン追加
・動的質量照会にモデル全体に対する質量中心座標と回転慣性質量を表示
・せん断に関する断面照査用詳細入力プロパティ画面の表現変更
・複数のフレーム要素に分割するコマンド強化
・断面特性オプションに鉄筋本数とPC鋼材本数を表示
・組合せ荷重ケースのコピー・貼り付け強化
・近接節点検索・結合」の機能強化

'22.04.05

構造解析／断面

／

UC-1 Cloud 自動設計 RC断面計算 
▶P.43

新規： \193,600（税抜\176,000）

・自動配筋機能、補強設計機能に対応し、照査結果がOKとなる鉄筋、補強材の自動設定が可能
・「RC断面計算（旧基準）」用データ形式でのエクスポートが可能
・クラウドサーバによるデータファイル管理に対応

'22.07

橋梁上部工

／

任意形格子桁の計算
（部分係数法・H29道示対応） Ver.4

新規 ： \528,000（税抜\480,000）

・登録断面機能の追加
・主桁部材の平均剛性算出
・鋼断面計算機能
・メタル橋における抵抗モーメント図の作成

'22.02.14

は新製品です※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」へ移行しております



Information46 Up&Coming138号

新製品／新バージョン情報

橋梁上部工

／

非合成鈑桁箱桁の概略設計計算
（部分係数法・H29道示対応） 

新規 ： \385,000（税抜\350,000）

・「道路橋示方書・同解説（平成29年11月）」（日本道路協会）に対応 '22.03.31

鋼床版桁の概略設計計算
（部分係数法・H29道示対応）    ▶P.35

新規 ： \462,000（税抜\420,000）

・「道路橋示方書・同解説（平成29年11月）」（日本道路協会）に対応 '22.06

橋梁下部工

／

ラーメン橋脚の設計計算
（部分係数法・H29道示対応） Ver.4

新規 ： \473,000（税抜\430,000）

・杭基礎設計便覧（令和2年9月）に対応
・照査結果を制限値比で表示する機能追加
・「震度算出（支承設計）」連動時の計算書統合出力対応

'22.02.28

ラーメン橋脚の設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応） Ver.4

新規 ： \583,000（税抜\530,000）

・杭基礎設計便覧（令和2年9月）に対応
・照査結果を制限値比で表示する機能追加
・「震度算出（支承設計）」連動時の計算書統合出力対応

'22.02.28

RC下部工の設計計算
（部分係数法・H29道示対応） Ver.3

新規 ： \726,000（税抜\660,000）

・杭基礎設計便覧（令和2年9月）に対応
・照査結果を制限値比で表示する機能追加
・「震度算出（支承設計）」連動時の計算書統合出力対応

'22.02.28

RC下部工の設計・3D配筋（部分係数法・
H29道示対応） Ver.3

新規 ： \836,000（税抜\760,000）

・杭基礎設計便覧（令和2年9月）に対応
・照査結果を制限値比で表示する機能追加
・「震度算出（支承設計）」連動時の計算書統合出力対応

'22.02.28

橋脚の復元設計計算 Ver.4

新規 ： \187,000（税抜\170,000）

・常時、レベル1地震時を考慮した主鉄筋の自動復元に対応
・被災橋脚の材料低減を考慮した柱の照査に対応
・耐震補強機能拡張
・適用示方書簡易判定に対応

'22.03.30

二柱式橋脚の設計計算
（部分係数法・H29道示対応） Ver.3
▶P.36

新規 ： \385,000（税抜\350,000）

・震度連携機能拡張
・作用組合せのインポート／エクスポート
・永続/変動/偶発（衝突）入力拡張
・偶発（レベル2地震動）死荷重H,M拡張
・杭基礎連動機能拡張

'22.06

基礎工

／

3次元鋼管矢板基礎の設計計算
（部分係数法・H29道示対応） Ver.3

新規 ： \803,000（税抜\730,000）

・64bit版（大規模モデルへの対応）
・計算速度の改善
・地層数拡張

'22.01.25

基礎の設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応） Ver.6　▶P.37

新規（Advanced） ： \517,000（税抜\470,000）

新規（Standard） ： \408,100（税抜\371,000）

新規（Lite） ： \264,000（税抜\240,000）

・ケーソン基礎：設計例対応（日本圧気技術協会）
・杭基礎：コンクリート打設工法への対応
・杭基礎：任意荷重(ケース数増加、荷重種別の追加)
・設計調書改良

'22.08

道路土工 

／

道路標識柱の設計計算 Ver.4

新規 : ¥176,000（税抜\160,000）

・道路標識ハンドブック 2019年度版（一般財団法人 全国道路標識・標示業協会）に対応
・道路標識構造便覧 令和2年 6月（公益社団法人 日本道路協会）に対応

'22.01.31

擁壁の設計・3D配筋 Ver.22

新規（Advanced） ： \396,000（税抜\360,000）

新規（Standard） ： \319,000（税抜\290,000）

新規（Lite） ： \217,800（税抜\198,000）

・森林土木構造物標準設計対応
・64bit対応
・U型擁壁縦方向の計算対応（Standard）
・縦断変化点毎の検討対応（Advanced）

'22.03.31
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道路土工 

／

BOXカルバートの設計・3D配筋 Ver.21
▶P.38

新規（Advanced） ： \396,000（税抜\360,000）

新規（Standard） ： \319,000（税抜\290,000）

新規（Lite） ： \217,800（税抜\198,000）

レベル2地震時照査項目追加
・隅角部の照査
・中壁及び中柱の破壊形態の照査
・隅角部の層間変形角の照査

'22.07

港湾 

／

防潮堤・護岸の設計計算 Ver.3

 新規 : ¥330,000（税抜\300,000）

・港湾の施設の技術上の基準・同解説 平成30年に対応
・基礎捨石底面における地盤反力の直接指定に対応
・3Dアノテーション/3Dアトリビュート表示に対応

'22.03.23

水工 

／

開水路の設計・3D配筋 Ver.8　▶P.39

 新規 : ¥159,500（税抜\145,000）

・縦方向の計算対応
・縦断変化点毎の検討結果の一覧表示対応
・64bit対応

'22.05.31

マンホールの設計・3D配筋 Ver.9　▶P.40

 新規 : ¥275,000（税抜\250,000）

・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
・64bit対応

'22.07

地盤解析 / 地盤改良

／

圧密沈下の計算 Ver.12　▶P.41

新規 ： ¥275,000（税抜\250,000）

・盛土と荷重の同時載荷に対応
・盛り立て土量の算出機能を追加
・層データの節点数や曲線データ構成数の制限などを拡張
・モデル作成補助ツールからのダイレクトインポート機能を追加

'22.05.26

地盤改良の設計計算 Ver.9　▶P.42

新規 ： ¥165,000（税抜\150,000）

・建築深層：仮想ケーソンとしての検討に対応
・建築深層：櫛型配置への対応
・建築深層：通常設計時に液状化の影響を考慮できるように対応
・建築深層：液状化の判定を行い、結果を照査に反映する
・64bit対応

'22.05.31

CAD/CIM

／

電子納品支援ツール（電気通信設備対応）
Ver.12

新規 ： ¥140,800（税抜\128,000）

国土交通省の以下の基準に対応
・土木設計業務等の電子納品要領 電気通信設備編 本編・同解説（H31.3）
・工事完成図書の電子納品等要領 電気通信設備編 本編・同解説（H31.3）
・電子納品運用ガイドライン 電気通信設備業務編（H31.3）
・電子納品等運用ガイドライン 電気通信設備工事編（H31.3）
BIM/CIM関連の以下の基準に対応
・BIM/CIMモデル等電子納品要領（案）及び同解説（R2.3）
・TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）
・他全17要領に対応

'22.03.23

電子納品支援ツール（機械設備工事対応）
Ver.9

新規 ： ¥140,800（税抜\128,000）

・工事完成図書の電子納品等要領 機械設備工事編 平成31年3月に対応
・i-Constructionに係わる電子データに対応
・電子媒体の規定変更
・国土交通省 測量成果電子納品要領 令和3年3月に対応

'22.03.31
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建築／プラント

／

建築杭基礎の設計計算 Ver.8

新規 ： ¥176,000（税抜\160,000）

・仮想RC断面による杭頭接合部の曲げモーメント照査に対応
・許容支持力の直接入力において、計算値の参照および取り込み機能に対応
・許容支持力の直接入力において、杭単位での入力に対応
・入力データの出力機能を追加

'22.02.28

Allplan 2022

新規（Basic） ： \451,000（税抜\410,000）

新規（Architecture） ： \979,000（税抜\890,000）

新規（Engineering Building） ： \979,000（税抜\890,000）

新規（Engineering Civil） ： \979,000（税抜\890,000）

新規（AEC） ： \1,353,000（税抜\1,230,000）

・ツールチップの拡張、ユーザインタフェースの向上
・コンポーネントの相互作用の改善による効率的で詳細なモデリングが可能
・補強機能の自動化に対応
・色分けによる迅速なエラー検出に対応
・プレキャスト桁による橋の設計への対応
・IFC4.3をサポート

'22.02.09

Suite ／スイート

／

スイートERP 

別途見積

・Webブラウザ上で顧客管理・販売管理・会計管理プログラムの入出力アクセス、
　一連のEPRソリューション
・経費・費用請求や出張旅費の精算などの経理処理、振替伝票の起票・自動仕訳などの
　会計処理、決算仕訳、試算表作成などの決算処理をサポート

'22.03

サポート／サービス

／

Shade3D CG入力支援サービス
価格 ： 別途見積

・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 ー

Shade3D 素材データ集
価格：\19,800（税抜\18,000）

一部はShade3D Standard以上の

サブスクリプション所有ユーザに無償公開

・インテリア、オフィス、花・樹木、まちなみ等 ジャンル別にShade3Dモデルおよび豊富な素材
データを購入可能なサイト

'22.01.05

クラウド基盤開発サービス   
  価格 ： 別途見積

・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 ー

サブスクリプション基盤開発サービス 
価格 ： 別途見積

・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 ー

スイート会計入力支援サービス
価格 ： 別途見積

・公認会計士による会計仕訳入力支援受託業務 ー

ファイル転送サービス Ver.2

 FORUM8ユーザは無料で使用可能

・ファイル転送サービスのサイトを刷新
・最大10GBのファイルアップロードに対応

'22.01.24

FORUM8ランチャー

FORUM8ユーザは無料で使用可能

・新しい問い合わせ方法、CHATシステムのサポート
・問い合わせ支援ツールの改定と統合
・クリッカブルマップのデザイン更新

ー

組込システム・マイコンソフトウェア開発
サービス

価格 ： 別途見積

・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） ー

ウルトラマイクロデータセンター Ⓡ

（UMDC）Ver.4　　　    　
  価格 ： 別途見積

・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）

ー

Arcbazar+ProjectVR 

  価格 ： 別途見積（コンペ費＋サービス費）

・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

ー

TestFinder Ver.2

価格：\6,380（税抜\5,800）

・Windows10 11 等の Windows に対応
・ライセンスの認証をサブスクリプション方式に対応

'22.06.02
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3DA対応
・新道示出版に合わせ、対象製品を順次改訂 順次

小規模河川の氾濫推定計算

・適用基準「小規模河川の氾濫推定図作成の手引き」（令和２年６月版）
・小規模河川を対象に無破堤・一次元不等流計算による氾濫解析、氾濫形態
 （流下型氾濫／貯留型氾濫）の判定を行い、浸水想定図を出力

'22.07

斜面の安定計算 Ver.14 ・「宅地防災マニュアルの解説」対応（盛土のり面の安定性の検討）
・LandXMLを用いた計算対象範囲生成機能対応
・各種対策工法機能改善・拡張
・各種計算書改善・拡張

'22.08

UC-1 Cloud 自動設計 仮設構台 ・自動設計機能による最小限の入力により使用鋼材の自動選定などが可能
・概略的な計算結果を元にした「仮設構台の設計・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

'22.08

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

'22.09

UC-Draw Ver.9
・3DCAD化
・DXF/DWG読み込み改善

'22.09

FEMLEEG Ver.12 ・OpenGL対応によるプリポスト処理の改善（※初期リリースを予定）
・施工解析の全ステージ一括実行機能
・線・面の投影面への押し出し機能
・投影コピー機能
・タグ付けした節点・要素による結果参照機能
・DXF Layerからのエッジグループ生成機能

'22.09

連続合成桁の概略設計計算
（部分係数法・H29道示対応） ・製品概要：「道路橋示方書・同解説（平成29年11月）」（日本道路協会）に対応 '22.09

UC-win/Road
交通シミュレーションオプション

・車線変更機能
・OD交通量での交通量の設定
・交通量の時間変動の設定
・シミュレーション結果の各種集計機能

'22.09

F8VPS（FORUM8 バーチャルプラット
フォームシステム）

・VR空間上のVR/MRミーティング機能
　・仮想空間上のアバター表示、立体映像と立体音を再現
　・HololensやWebXR互換デバイスに対応
　・複数参加者からの同時画面共有機能
・3D空間オンラインエディター機能：ウェブアプリケーションで仮想空間を直接編集できる
機能を追加
　・3Dモデルレイアウト機能
　・フライトパス編集機能
　・操作アクションの定義

'22.12
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表現技術検定
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Shade3D開発グループ
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Shade3D
公式ガイドブック2022
forビギナーズ

電子版
 出版 !
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データエクスポート
詳細
設計

計算 データ

自動設計 RC断面計算！

自動設計 RC断面設計

新製品紹介 ▶P.43
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

本製品で作成したモデルは UC-1「RC 断面計算（旧基準）」のデータファ
イル（*.rc8）としてエクスポートが可能です。本製品からエクスポート
したデータファイルを「RC 断面計算（旧基準）」で読み込み、詳細設計
や計算書の出力を行うことができます。また、rc8 データは「RC 断面計
算（部分係数法・道示対応）」でも読み込むことが可能です。

●自動設計を強力にサポート
本製品では自動配筋機能に対応しており、入力された鉄筋の種類、かぶり、
本数から、全ての照査結果が OK となる配筋量を自動的に決定すること
が可能です。
さらに、補強設計機能として、照査結果が OK となる補強材の必要量を
自動設定する機能に対応します。補強の種類は「RC補強」「鋼板補強」「炭
素繊維シート補強」をサポートしており、例えば「RC 補強」では、全て
の照査結果が OK となるコンクリート増厚、および補強鉄筋量を自動で
設定することができます。

おにいさん
設計エンジニアの
ユーザさん

おにいさん
設計エンジニアの
ユーザさん

おねえさん
「倉人冴子」（くらうどさえこ）
どうもフォーラムエイトの
社員らしい

おねえさん
「倉人冴子」（くらうどさえこ）
どうもフォーラムエイトの
社員らしい
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本連載は、フォーラムエイトの製品ラインナップに新たに加わった、クラウド会計シリーズ
「スイート建設会計」「スイート法人会計」「スイート給与計算」についてのコーナーです。
フォーラムエイトのクラウド開発チームから製品の機能や関連情報をご紹介します。

Vol.7

スイートERP 

今回はERP（Enterprise Resource Planning）を支援するスイー

トシリーズ製品「スイートERP」をご紹介します。

ERPとは、企業の基幹となる業務を統合し、効率化、情報の一元

化を図るためのシステムです。

ERPで企業内の課題を解決
それぞれの業務システムが、各部門ごとに運用されていることをイ

メージしてください。複数の業務の間で情報を連携する際に、手作業

で転記するような非効率があったり、情報連携に時差があり情報の更

新が遅くなるという問題。また、業務システム運用数が膨大なことによ

る、システム維持のためのコストが高くなる、予算が確保できずシステ

ムが陳腐化してしまう等の問題が発生します。

スイートERPは、これらの課題を解決します（図1）。

図1　スイートERP

必要な業務機能をビルドイン
スイートERPは情報をERP統合データベースで一元管理し、各業

務は同じデータベースを使います。従業員の人事情報を起点として、

顧客管理、販売管理、生産管理、購買、在庫、会計といった各業務機

能が、フォーラムエイトの培った実践知としてビルドインされていますの

で導入してすぐに使うことができます。スイートERPは、クラウド活用ソ

リューションであるため、設備負担なく始められることもメリットです。

充実したグループウェア機能
スイートERPは、企業で日常的に使用するWebグループウェアから

利用します。グループウェアは、業務共通で使うスケジュール管理、施

設予約、掲示版、勤怠管理、経費精算、出張旅費精算の各種申請ワー

クフロー、大容量ファイルの転送機能等を標準で提供します。

このように、グループウェア機能、各業務支援機能の一式をクラウド

で提供する統合業務支援ソリューションとして活用できます。

ERPと バーチャル空間の連携
スイートERPのようにクラウドを活用してバーチャル空間を提供する

F8VPS（Forum8 Virtual Platform System）もリリースされています。

F8VPSとスイートERPは連携させることが可能です。例えば、作業

現場からバーチャルオフィスにログオンして出社、スイートERPで効率

的に業務を遂行する、といったワークスタイルが実現できます（図2）。

図2　バーチャルオフィス（建物全体）

さらに、業務目的に応じてフロア、部屋に移動ができます。バーチャ

ルオフィスでは、アバターを介して交流ができます（図3）。もちろんバー
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開校15年目になる地域密着型の学習塾。個別教室でありながら、埼玉県TOPの浦和高校や浦和第一女子校などに多くの合格者を排出。大学受験

では東京大学の合格者もおり、取材にはちょうど東大生の塾OGの方が講師をしていました。関塾大宮大成校はFC契約で本部から独立した経営

管理のため、スイートシリーズ（スイート法人会計・スイート給与計算）を導入しています。

関塾大宮大成校ユーザ
紹介

-スイートシリーズを導入されたきっかけを教えてください。

「今年から電子帳簿保存法がスタートするとのことだったので、今

までのパッケージの会計からクラウドの会計システムに変更しよ

うと思っていました。在宅勤務時間もありますので、会社のPCだ

けでなく自宅のPCでも経理業務ができる必要がありました。いろ

いろ他社のクラウド会計も検討したのですが、スイートシリーズに

決めました。」

-スイートシリーズを選んでいただいた理由を教えていただけますか。

「スイート会計は、入力者IDに制限がないことが最大の魅力です。

導入時から入力IDを10人程度分発行する予定でしたので、これで

比較すると他社よりも一番コストパフォーマンスが高いことがわか

りました。また、塾の場合、アルバイトの講師も多いので、給与明

細を手渡しすることなく、各自がスマホで確認できるので便利で

すね。」

「塾のアルバイト計算は特殊で、時給ではなくコマ単価で計算す

るのですが、これにも対応できたので助かりました。」

-ご利用をしていて便利なところはどこですか？

「当社は、銀行はすべてネット銀行ですので、取引明細をcsvで書

き出すことができます。これを仕訳データとして変換できるかどう

かも重要な点でした。スイート会計は、データコンバート機能です

べて仕訳に変換できるので入力ミスがなくなり、残高チェックも不

要になりました。」

「あと、複数人で同時入力できるので便利ですね。他の教室の教

室長も授業終了後の同じ時間帯に一斉に入力していますが、問題

なく運用できています。」

-今後のご要望がありましたらお聞きして開発部に報告させていた

だきますが・・・。

「十二分に検討して導入したので満足していますが、見ての通り塾

の事務所は生徒からオープンなので、経理関係の書類はなるべく

机上に置きたくなく、すべてデジタルデータで処理したいのです。

領収書などの原子証憑はpdf化していますので、これらが管理でき

るファイルストレージ機能が充実するといいですね。」

「来年、電子インボイス制度も始まりますから、電子データの取り

扱いがどんどん便利になることを期待しています。」

-先生、詳しいですね。

「当塾では、簿記検定試験の受験指導もしていますから。簿記も

教えている学習塾です（笑）。」

写真：関塾大宮大成校　
教室長　神田智さん
URL：http://www.drkanjuku.com/

チャルオフィスでの会議も可能です（図4）。

VR環境を活かして、3Dモデルを空間に持ち込み、様々な視点から集

中検討、レビューといったことも可能です（図5）。日常的な利用だけでな

く、災害等の時の危機管理対応、業務継続の備えとしても有効です。

どこでも業務ができるスイートERPとF8VPSバーチャル空間の組み

合わせで、ニューノーマル時代のビジネスシーンで様々な可能性が広が

ります。

図3　アバターで交流 図4　リモート会議 図5　3Dモデルで集中検討
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■はじめに
VR（Virtual Reality：仮想現実）とは対になる技術として、AR

（Augmented Reality：拡張現実）が注目を浴びています。

仮想現実ではなく、現実世界に架空のモデルを表示させることで、

現実世界の延長線上に様々なコンテンツを展開することができます。

国内で認知度の高いものといえば、「PokémonGO」や「SNOW」

のアプリでしょうか。

今回は、SafariやChromeといったWebブラウザで直接ARシステ

ムを動かせるWebARという技術についてご紹介します。

■WebARとは

●ARの概要

ARはビジョンベース、ロケーションベースに大別されます。ビジョ

ンベースのものは、QRコードや特定の画像に反応してモデル等を表

示するマーカー型、顔や部屋に反応するマーカーレス型があります。

一方、位置情報や磁気センサーを使用する場合はロケーションベー

ス型と呼ばれ、場所に依存するタイプのARです（図1）。

種類
ビジョンベースAR

顔、部屋などマーカー、画像など

商品情報の表示 カメラ画像加工 道案内、観光

マーカー型AR マーカーレス型AR ロケーションベース AR

GPS、磁気センサーなど

認識方法

用途例

図1　ARの種類

●WebARのメリット

WebARのメリットは、アプリをダウンロードすることなく気軽にブ
ラウザで使用できる点にあります。ARへのアクセスはURLをクリック
やQRコードを読み取るだけで済み、アプリのダウンロード→起動の
コストを削減することができます（図2）。
また、SNSにURLをリンクし拡散させることで、ARの体験機会が
飛躍的に増大するチャンスが生まれます。また、既存のWEBサイトと
連動できる点も大きなメリットです。
ECサイトや商品の紹介ページ内にWebARの機能を追加すること
で、実際に商品に触れている感覚と近い体験を提供できます。実寸台
の商品をAR内に表示することで、商品のサイズ感や色合い等を確か
める事ができます。家具を自宅に配置したり、服を試着したり、写真や
動画だけでは伝えきれない商品情報を提供できるのが魅力です。
さらに、WebARは音効果も追加することが可能です。例えば自然
環境では、川のせせらぎや鳥のさえずりなどを加えることによって自
然の体験が深化し、一部のテーマパークでは既に導入されています。

拡張現実
URL、QR

ブラウザ

WebAR
カメラユーザー

3Dモデル

エフェクト

3Dモデル

サウンド

仮想現実

自宅、職場

屋外（都市）

現実世界

屋外（自然）

現実にないモノを足し合わせる

図2　WebARのイメージ

本連載は、「システム開発」をテーマとしたコーナーです。フォーラムエイトのシステム開発の実績にもとづいて、毎回さまざまなトピックを紹

介していきます。第19回は、WebARを使ったブラウザで動作するARシステムの開発について解説いたします。

WebARを使ったブラウザで動作するARシステムの開発

システム開発ニュース1919

図3　開発中のWebARシステム　歩道橋の工事現場イメージ 図4　図3のARモデル全体図
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■WebARの開発実績

●少ないコストで開発が可能

開発するにあたり、様々なソフトウェアがOSS(Open Source 

Software)として公開されており、参考となるソースコードやライブラ

リが使用可能なのもWebARの強みです。例えば、今回開発に使用し

たMindARはGitHubのサイト※1からダウンロードすることが可能です。

●画像認識・空間認識機能を有するARシステムを開発

現在、展示会等の使用を目的として、WebARを活用したシステムを

開発しています。ブラウザにスマホのカメラやWebカメラの映像を取

り込み、カメラ映像内のQRコードや特定の画像の特徴認識、および

映像内の空間自体を認識し、3Dモデルを表示します。また、雨雪や砂

埃等のエフェクトを加えることも可能です。

図3～図4は歩道橋の工事現場画像を想定し、クレーンと構造物の

3Dモデルを配置した例です。カメラに内蔵されたセンサーを用いるこ

とでモデルの縮尺を調整し、空間認識によって違和感のないモデル表

示を実現しています。

図5～図7はインテリアのシミュレーション例です。AR上で椅子モデ

ルを表示させることで、新しい椅子を実際に配置したような見た目の

映像が得られます。また、椅子モデルを切り替えることで、どの椅子が

良いか容易に比較検討できます。

図8は、弊社がタイトルスポンサーとして応援する「フォーラムエイ

ト・ラリージャパン2022」のポスターに描かれた車の特徴を認識し、ラ

リーカーモデルとエフェクトを表示した例になります。紙媒体の広告物

と関連したモデルを表示させることで、広告の拡張性が高まります。

■WebARを使ったシステム提案
商品紹介や展示システム以外にも、様々な活用が考えられます。ビ

ジョンベースのシステムとしては、QRコードでなく画像を認識させる

ことも可能なので、雑誌の表紙を認識させる→雑誌の電子版が閲覧

出来るようになります（動画も閲覧可能に）。

ロケーションベースのシステムとしては、カメラを向けるとその地点

の昔の風景や将来建設予定の建造物が表示されるシステムも開発で

き、フィールドワークや地域住民の合意形成支援、構造物の点検時等

に活用できます。オープンデータとの連携も可能であり、例えば国土

交通省主導の3D都市モデル「PLATEAU」を、WebARのモデルとし

て設置することも可能です。弊社の3DVRソフトウェアUC-win/Road

を使い、PLATEAUの街並みをWebAR用のモデルに変換すること

も可能です。また、特定の場所でカメラをかざすと装飾されたイベン

ト会場（モデル）が映る仕組みや、宝探しや迷路脱出ゲームなどエン

ターテイメント性の高いコンテンツも開発可能です。

■おわりに
今回はWebARについてご紹介しました。最近の展示会やイベント

では、リアルとバーチャル（オンライン）の「ハイブリッド開催」が増加

しておりますが、WebARによってリアルとバーチャルが同時に楽しめ

るようになりました。専用のデバイスもアプリのインストールも必要な

く、普段から使用しているスマートフォン1台からARの道が開かれてい

ます。今後の開発にどうぞご期待ください。

●注釈

※1　https://github.com/hiukim/mind-ar-js

図5　開発中のWebARシステム　椅子モデル表示前

図6　開発中のWebARシステム　椅子モデル表示後

図7　開発中のWebARシステム　椅子モデル表示後(モデル切り替え)

図8　開発中のWebARシステム
　　  車のイラストを認識し、ラリーカーのモデルとエフェクトを表示
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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龍太です。昨今の

コロナ禍で、オンライン会議やテレワークが一気

に普及しました。本来は、人同士の接触機会を

削減するためでしたが、実際にテレワークをやっ

てみると、コロナ感染のリスクが減るだけでなく、

「移動のムダ」が削減されたり、満員電車に揺

られながら通勤する「体力・気力のムダ」がなく

なったりすることで、かえって生産性が上がること

を実感した人も多かったのではと思います。

また、社会的な認識という点でも、「職場」に

出てこなくても、仕事の成果が挙げられれば働

いているとみなされるようになったことも大きな

変化です。その結果、自分が便利な場所や快適

な環境の場所を自由に選べることで、ライフ・ワー

クバランスを取りやすくなるという働き方改革も

実現しやすくなりました。

コロナ以前から、オンライン会議や職場のな

いバーチャルカンパニーといった発想はありまし

たが、コロナ禍によってテレワークがしっかり社

会実装されたとも言えそうです。

建設業でも、これまで工事現場だけで行って

いた施工管理の仕事を、クラウドサーバーとパ

ソコンやスマートフォンなどでテレワーク化する

ことが進んでいます。現場の仕事をテレワーク

で行うためには、「現場に行かなくても、現場で

今、工事がどのように進んでいるかがわかる」と

いう状況を作る必要があります。

そこで大きな役割を果たすのが、「デジタル

ツイン」（デジタルの双子）です。建設業でのデ

ジタルツインとは、建設中の建物や橋などを、

デジタルデータで表現したものです。このデジ

タルツインを、クラウド上にアップし、工事関係

者で共有することで、「現場に行かなくても、現

場のことがわかる」を実現できるのです。

デジタルツインというと、つい3DのBIM/CIM

モデルや点群データなどを高度なものをイメー

ジしがちですが、テレワークで行う業務の内容

によって、様 な々ものでも使えます。

現場の業務の中でも、「クルマや人の動きの

検討」や「空間設計での合意形成」、「自然災害

の現状を踏まえた緊急対策」といった高度な問

題解決をテレワークで行うためには、やはりVR

（仮想現実）が必要です。VRをデジタルツイン

として使うことで、テレワークで行える仕事の範

囲が大きく広がります。

そして最近は「メタバース」という言葉が流

行しています。これはVR空間の中に複数の人

が集まって、コミュニケーションを図れるのが特

長です。現場をVR化し、そこにいろいろな場所

から工事関係者が集結して議論することで、合

意形成が行え、「意思決定がどんどん行い、そ

の場で物事が進む」という生産性向上を実現で

きる点で注目されます。

【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
F8VPS 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

54
▲4月12日に東京会場とオンラインでハイブリッド

　開催された「F8VPS体験セミナー」

▲F8VPSでショールームをVR空間に再現したもの。
「デジタルツイン」として現地に行かなくても、製品のデモを見たり検討したりできる
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F8VPS 体験セミナー

製品概要・特長
フォーラムエイトの新製品「F8VPS」（Forum 

8 Virtual Platform System）とは、その名の通
り、クラウド上にVR（仮想現実）の世界を作るた
めのプラットフォームシステムです。今回のセミ
ナーでは、この製品を使って、現実のショールー
ムや展示会場、学校の教室などの現実空間を、
VR上に再現し、実際の現場に出掛けなくてもプ
レゼンテーションや施設案内、教育などを行う手
順を体験するものです。F8VPSの約20年前か
ら、フォーラムエイトではおなじみのリアルタイ
ムバーチャルリアリティーシステム「UC-win/
Road」を開発、販売してきました。この製品
は、道路の設計をVR上でわかりやすく行える
点で定評がありました。
設計した道路を、ドライビングシミュレーター

で運転したり、信号制御によってクルマの渋滞
や走行速度がどう変わるかをシミュレーション
したりといった、道路と他のシステムを同じVR
空間上で連携させて検討するといった拡張性も

備えています。その結果、フォーラム
エイトの設計・解析やシミュレーション
用のソフトには、UC-win/Roadとの
データ連携機能が次 と々装備され、
UC-win/Road上で結果を集約して
可視化になりました。
すると、UC-win/Roadの役割は、

道路の設計だけでなく、まちづくりや
防災、屋内と、あらゆる空間をVRで再
現するツールへと広がりました。
さらにフォーラムエイトはUC-win/

Roadなどをクラウド上で扱えるように
した「VR Cloud」という製品も開発し
ました。

実物を再現したVRがクラウド上で情報共有
できるとなると、様々な現場にかかわる業務や
体験を、テレワークやリモートで行うための「デ
ジタルツイン」や「メタバース」としての進化を
遂げたことになります。
このように、UC-win/RoadやVR Cloudの進

化と、実際の現場で行われる幅広い業務をテ
レワークやリモートで行いたいという世の中の
ニーズが相まって登場したのが「F8VPS」とい
う製品なのです。

体験内容
体験セミナーは、4月12日の午後1時30分～

4時30分まで、東京本社とオンラインによるハイ

ブリッドセミナーとして行われ、合計約30人が

参加しました。講師を務めたのは、フォーラムエ

イト執行役員/VR開発マネージャのペンクレア

シュ・ヨアン氏で、当日は宮崎支社からオンライ

ン中継で講習を行いました。

15時まではDX（デジタル・トランスフォー

メーション）とリモート社会の進展や、F8VPS

の目標と機能、応用例、開発ロードマップの解

説が行われました。10分の休憩をはさんで、

F8VPSに実際にログインして、VR空間にコン

テンツを作ったり、編集したりという体験を行う

内容です。

F8VPSが目指すVR化の対象は、空間があ

るものすべてと言っても過言ではありません。

前述のオフィスや学校、展示会のほか、観光や

ショップ、工場見学などをクラウド上のVRとし

て開発・展開し、テレワークや商品のPR、広報

までDX時代に必須のプラットフォームシステム

を構築することが目標です。

その機能はUC-win/Roadと同様に実感性

の高いVR空間を作ったり体験したりするものも

ありますが、さらに「人」に関するものが多く備

わっています。例えばWeb会議をスムーズに行

う機能や、ログイン、行動によるユーザー情報

の取得機能などです。

さらにオプション機能では、メンタルヘルス

や心拍数までを可視化する「健康管理」やバー

チャル店舗での買い物が行える「EC決済」、そ

して「アンケート・投票」などの機能までが提供

されます。こうした機能は人がVR空間に集ま

り、意思決定や購入といった行動を後押しする

ものです。VR空間内で物事を進めることにより

生産性を高める機能として注目されます。

フォーラムエイトでは、令和3年度から「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」の開発を行っています。3DVR空間上

に、実空間にある教室とそっくりなバーチャルな

「遠隔教室」のシステムを開発しました。講師

▲F8VPSが対象とする分野。世の中の空間すべてと言っても過言ではない▲UC-win/Roadは道路設計だけでなく、あらゆる
　空間をVR化するツールとして進化してきた

▲F8VPSでフォーラムエイト東京本社の
　ショールーム（左上）をVR化（右下）した例
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や生徒は、VR空間でも実空間でも授業に参加

できます。実証実験には大阪大学大学院、中央

大学、アリゾナ州立大学などが参加しました。

実証実験の結果、3Dモデルを教材に用いる

と立体感やスケール感がわかりやすく、通常の

ウェブ会議よりも高い臨場感が得られる、人と

人との距離感や相手への話しかけなど、コミュ

ニケーション面での効果が確認できました。

参加者による実習では、バーチャル展示会

場のVRモデルを開き、クルマや鉄道シミュレー

ターの運転台、カタログ台などを配置するデモ

を見たほか、参加者自身がVR空間にログイン

してアバターとして入り込み、仮想の教室や橋

梁の下などを歩き回りながらコミュニケーション

を図る体験を行いました。

F8VPSは使用期間に応じて料金を払う「サ

ブスクリプション」方式で提供され、1年目の基

本ライセンスは1サーバー当たり50万円（税別。

以下同じ）です。2年目以降は半額になります。

また、1ユーザー当たり、毎月1,800円で使えま

す。高度な検討や合意形成が、遠隔で行えるの

で、実際の現場に集まって検討する場合に比べ

て、交通費や移動時の時間が大幅に削減され

ることを考えると、かなりリーズナブルと言えそ

うです。

イエイリコメントと提案
フォーラムエイトは毎年秋に「デザインフェス

ティバル」という大規模なイベントを開催してお

り、その中でユーザーがUC-win/Roadで作成し

た道路や街並みなどの作品を競う「3D・VRシミュ

レーションコンテスト・オン・クラウド」というコンテ

ストが行われます。

最近の作品は、道路の設計以外に、研究所全

体のモデル化や江戸時代の船運、建機の遠隔操

縦、建築物など、多岐にわたっています。コンテス

トに参加した作品から他の人がインスピレーショ

ンを受け、さらに新しい分野への活用が広がって

いくという好循環が毎年、繰り返されているよう

に感じます。

今回、幅広い分野にVRを活用できるF8VPSと

いう製品が誕生した背景には、フォーラムエイト

のイベントを通じたユーザーとのコミュニケーショ

ンがあったことも大きかったのではと感じます。

F8VPS 体験セミナー

● 次号掲載予定 

Shade3Dセミナー（応用編）

2022年7月1日（金）

▲遠隔と実空間の教室による連携授業の実証実験

▲遠隔教室のイメージ
▲F8VPSの機能。VR空間を作成する機能に加えて、VR空間を人の意思決定
　や行動をサポートする機能も目立つ

▲VR空間上のバーチャルショールームに
　展示物の3Dモデルを配置するデモ

▲セミナー参加者自身もVR空間にログイン
　し、アバターとして歩き回った

▲VR空間内の橋梁下を歩き回る参加者
　のアバター



サポートトピックス・Shade3D

制作した形状データ（SHD）を
インポートする時のテクニック

保守・サポートサービス関連情報

Shade3Dでは、様々な表現に対応し高品質な形状データが多数
収録されたShade3D実用データ集「森シリーズ」の販売を開始いた
しました。
また、30年以上の開発・販売実績からShade3Dユーザーが保有

する資産とも言える形状データも膨大な数になります。
これらの形状データは、Shade3D Ver.22でも開くことができ有

効活用することで、制作コストを削減することや表現の幅を広げる
ことができます。
今回は、Shade3Dへ形状データ（SHD）をインポートする際のテ

クニックや注意点をご紹介します。

位置を指定したインポート方法

ファイルメニュー>インポート>形状データを選択すること
で、新シーンファイルへ形状データをインポートすることができ
ます。

図１：選択画面 図2：指定した位置にインポート

インポートするファイルを選択する画面では「カーソル座標を
基準として読み込み」「原点を基準として読み込み」を選択する
ことができます。
「カーソル座標を基準として読み込み」では、3次元カーソル

位置を中心として形状が読み込まれます。
「原点を基準として読み込み」では、シーンの原点（XYZが

0.0.0）を中心として読み込まれます。

別シーンの形状を外部参照として読み込む

1つの形状を1つのシーンファイルで管理し、別シーンで「外部参
照」として読み込むことでシーンファイルを分けて管理することがで
きます。
「外部参照」により、形状をレンダリングする環境（光源やカメラ

など）と分離することが可能になるほか、シーンファイルへはリンク
形状としてインポートされるためデータ容量を軽減することができ
ます。

図3：外部参照を選択 図4：リンクファイルを更新

ファイルメニュー>インポート>形状データを選択しファイルダイア

ログボックスで「外部参照」を指定し、対象のファイルを選んで「開

く」ボタンを押します。ブラウザ上ではマスターオブジェクトとして

シーンファイルが読み込まれ配置されます。

マトリクスをリセットする

親、または形状を包むの位置にある「パート」に対して移動や回
転などのマトリクス（移動、回転などの情報）に様々な数値が指定さ
れている場合、その値が形状に影響を与えインポートした形状がズ
レて表示されるなど、想定外の問題が発生する場合があります。※

改善するには、問題の発生する形状の親パートをブラウザで選択
し、ツールメニュー>移動メニュー>「パートの変換をリセット」か「全
てのパートの変換をリセット」を実行してください。
※マトリクス情報は、ブラウザで「パート」を選択して、統合パレット>「情報」タ
　ブ>「パート属性」の「マトリクス」をご確認ください。これらのパートには、通
　常「1.00」または「0.00」といった移動や回転、拡大縮小に関連する数値が表
　示されます。これらの情報が、下位パートへ影響を与え正しく表示されない場
　合があります。

図5：正しい表示

図7：ツール＞移動＞すべてのパートの変換をリセット

図6：影響を受けた表示

マトリクスをリセットする注意点

変更された数値は、お客様側で操作を行わない限りは、元に戻す
ことができません。また、パート属性のマトリクス情報をリセットする
と、形状や表面材質などに影響する場合がございますので、事前に
バックアップをとり行ってください。

最後に

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
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サポートトピックス・VR／UC-win/Road

「デジタル田園都市国家構想の
実現に向けた活用例」

保守・サポートサービス関連情報

現在、政府が推進するデジタル田園都市国家構想※について、その
構築を支援するUC-win/Roadの機能や活用例を紹介します。
オープンデータを使用して、デジタルガーデンシティを構築し、地

域の実情に応じたデジタルツインの可視化、シミュレーションを可能
とします。ここでは、プラットフォームとなるデータ作成の流れの一
例を説明します。

※デジタル田園都市国家実現へのアプローチ　～7つの類型
https://www.forum8.co.jp/product/gardencity.htm

地形の取得（地理院タイル）

UC-win/Roadでの地形生成は様 な々方法がありますが、その中で
も、「地理院タイルの読み込み」による地形取得は、直接、地図を見
ながら範囲を選択することができます。また、航空写真を貼った状態
の地形を生成することが可能です。
メニュー「ファイル」-「新規プロジェクト」-「地理院タイルの読み込
み」で「地理院タイル範囲設定」画面を開き、ズームレベルやウィン
ドウのサイズにより取得範囲を設定、画像を「シームレス写真」にし
て読み込みます。表示されている画像より高解像度にしたい場合は、
「追加設定」タブの「ズームレベルオフセット」の値を増やします。

図1：地理院タイル範囲設定画面

標高情報と地理院タイルの画像がダウンロードされ、地形が生成
されます。

図2：地理院タイルから地形を生成した状態

都市モデルの配置（PLATEAU：CityGML）

UC-win/Road ver.16では、国土交通省が整備する3D都市モデル
プロジェクト PLATEAU（プラトー）のデータフォーマットCityGML
形式モデルを直接読むことができます。

メニュー「ファイル」-「インポート」-「CityGMLの読み込み」で対
象範囲のCityGMLファイルを選択し、インポートすると、建物モデル
が自動的に配置されます。
LOD1モデルは建物形状に高さが与えられた箱状のモデルです

が、LOD2モデルは建物の屋根が定義されておりテクスチャが付い
た状態で見ることが可能です。

図3：CityGMLインポート画面 図4：CityGMLデータをインポートした状態
 　  （手前がLOD2、遠方がLOD1）

配置したモデルを選択して、属性情報を確認することができます。
メニュー「編集」-「属性表示を開始」でCityGMLモデルをクリック
すると、そのモデルに含まれる属性情報が表示されます。

図5：CityGML属性確認モード

図6：CityGML属性画面

建物モデルを配置し、道路を作成すると、まちの基本構成ができ
ます。線路や駅、駐車場などを設定して、交通や物流のシミュレー
ションが可能となります。

図7：PLATEAUモデルと道路交通流を組合せた例
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建築物モデルに洪水や津波の浸水予測情報が含まれている場合
は、浸水深や継続時間等の情報を閲覧することができます。

図8：PLATEAUモデル属性の浸水予測情報の例

地物のダウンロード（OpenStreetMapデータ）

PLATEAUのほか、OpenStreetMap（OSM）のデータについて、
自由に範囲を定義してダウンロードし、建物や森林を配置すること
ができます。
メニュー「編集」-「地物のダウンロード」で範囲を指定し、ダウン

ロードします。

図9：OSMデータを読み込むためのゾーンを指定

図10：OSMの建物データを読み込んだ例

図11：OSM地物の選択画面

また、PLATEAUやOSMでは建物情報が無い地域の場合、国土
地理院の基盤地図情報から建物モデルをShapefi le形式に変換して
読み込むことが可能です。

環境アセスメント

UC-win/Roadのリアルタイムシミュレーション機能を活用し、簡易ア

セスメントが可能です。緑視率、日照障害、反射光の予測について、評

価を行うことができます。ここでは、PLATEAU建物モデルを基に、日照

計算を行います。例えば、次の図のような立地の建物の場合、夏至の頃

であれば15時からの1時間を除いて日照障害はありませんが、冬至の

頃には周囲の建築物の影になる時間のほうが多いことがわかります。

図12：日照計算：夏至の例

図13：日照計算：冬至の例

3Dハザードマップ

UC-win/Roadでは各種ハザードマップの3Dでの可視化が可能で
す。PLATEAUやOSMの建物モデルを配置して、津波や浸水の浸水
深等の予測を可視化することで、建造物との高さの関係や浸水の速度
を把握することができ、防災や避難計画に活用することができます。

図14：OSMの建物データを読み込んだ範囲に
　　   津波シミュレーションを可視化した例

人流データ読み込み

現在、携帯電話会社や地図情報会社、IT企業、自治体、公共機関
などから様々な形で提供されている人流データについて、UC-win/
Roadではマイクロシミュレーションプレーヤー機能により、データ
を読み込んで可視化することができます。CSVまたはXML形式に対
応し、データの内容により人の移動や滞在状況を把握して、交通整
備やマーケティング、観光客の流動、避難計画の検討など、幅広い展
開が可能となります。

図15：人流データを読み込んだ例を可視化した例
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サポートトピックス・FEM／Engineer's Studio®

PC部材をＭ－φ要素でモデル化して、別途求めた初期断面力を与
える場合は、プレストレスによる1次力と2次力、さらに、その他の荷
重すべてを合計した値を任意設定で入力することになります。
この入力方法を検証するために、初期断面力を使わない従来の方

法（シーケンス荷重の1ステップでプレストレスによる1次力と死荷重
を与える方法）と比較し、一致することを確認します。

解析モデル

長さ30mの単純梁を10分割する（図1）。各部材にはPC鋼材（有
効プレストレス= 891.424N/mm2）を配置します（図2）。

図1：解析モデル

図2：左からSection1～Section5

図3と図4はランの設定です。Run1（non）は、従来の方法です。死

荷重とプレ１次を含めた組合せ荷重を１ステップ載荷します（図5）。

Run2（ISF）は、初期断面力で死荷重とプレ１次を考慮したランで

す。１ステップ載荷しているのは空の荷重（ゼロ荷重）です（図6）。

図3：ランとシーケンス荷重の設定

図4：初期断面力の設定

図5：ラン「Run1(non)」の設定 図6：ランRun2(ISF)」の設定

結果

曲げモーメントは初期断面力の有無でほとんど一致します（図7,8）。

考察

PC部材をＭ－φ要素でモデル化するときは、以下の手順となり
ます。
１）１次力と２次力と他の荷重すべてを初期断面力にセットする 

　　（任意設定で入力）
２）断面には、有効プレストレスを与えたPC鋼材を配置しておく
３）Ｍ－φ特性は、その断面から自動的に作成させる
４）Ｍ－φ要素の設定画面で軸力設定を「初期状態より設定」と

　　 する
５）シーケンス荷重にはステップ１から動的荷重とする
６）初期状態の設定画面で「ランで初期断面力を使用」にチェッ

　　  クを入れる

保守・サポートサービス関連情報PC部材に初期断面力を与えた
Ｍ－φ要素の検証

図8：Ｍ－φ要素の初期断面力有り

図7：Ｍ－φ要素の初期断面力無し
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サポートトピックス・FEM／FEMLEEG

以前のUp&Coming No.126で、メッシュの細分割の方法として切断
面による分割があることを紹介しました。その時は概要説明程度でし
たので、今回、具体的な操作による切断面メッシュ分割について紹介い
たします。

切断面分割によるテーパー生成

下図のモデルで、左端の1メッシュ部分にテーパーをつけるメッ
シュ分割を考えます。

図1：分割前モデル

メッシュ分割は［変更］-［要素変更］-［分割］で行います。切断面
による分割の場合、分割方法から「切断面」を選択します。

図2：要素変更－切断面分割画面

画面上から下図の赤丸の3節点を選択して切断面を指定します。指
定した切断面でメッシュ（要素）が分割されます。

図3：切断面によるメッシュ分割

ToolBoxの符号ボタン をクリックして視点移動の方向を切り替
えます。XZ平面ボタンをクリックして視点を移動します。

図4：ToolBox符号ボタンによる切り替え

図5：XZ平面に視点移動

切断面で要素が分割されているのが確認できます。
次に分割して不要となった要素を削除します。
ToolBoxの透視図ボタン をクリックして透視図にします。
［変更］-［削除］で「ボックス：要素」を選択して削除する要素を

囲みます。ボックス選択で透視図の場合、画面奥行き方向も選択対

象となります（Up&Coming No.122にて紹介）。

図6：ボックスによる要素選択－削除

以上の手順により分割できましたが、モデル下部にPENTA要素
や、他要素に比べて小さな要素が生成されています（下左図赤丸
内）。次回はこの部分を修正する方法を紹介いたします。

図7：分割後のモデル

保守・サポートサービス関連情報

切断面指定による要素分割
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BOXカルバートの設計・3D配筋のなぜ？ 解決フォーラム

応力度の照査位置について

本製品では応力度照査位置を様々な方法で設定することが可能で
すが、設定できる位置の出典やエラーメッセージが表示された場合の
対処方法等について多くのお問い合わせを頂いております。今回はこ
れら照査位置に関する疑問についてご紹介いたします。

設定可能な照査位置

照査位置は「考え方（曲げ、応力度照査）」画面で曲げ応力度、せん
断応力度ごとに設定します。
・曲げ応力度

（１）部材端（部材面内）の曲げ応力度を照査する

（２）ハンチ端及び対角線断面で照査する

（３）任意の点で照査する

・せん断応力度

（１）隅角部格点と隅角部格点より２×有効高の位置

（２）頂版・側壁・底版の内面より部材高/2の位置

（３）隅角部格点と任意入力の点

（４）任意入力の点

図1：考え方（曲げ、応力度照査）画面

設計基準

本製品の隅角部曲げ応力度照査位置については、下記の基準等を
参考としています。

表1　設計基準

1 部材端（部材面内）の
曲げ応力度を照査する

『土木構造物設計マニュアル（案）に係わ
る設計・施工の手引き（案）［ボックスカル
バート・擁壁編］（平成11年11月）建設省』
（P.90）

2 ハンチ端及び対角線
断面で照査する

「設計要領第二集カルバート編（H28.8）
NEXCO」（P.27）

「（３）任意の点で照査する」は、上記以外の照査位置で隅角部
の照査を行えるように用意しています。

また、本製品のせん断応力度照査位置については、下記の基準等

を参考としています。

1 隅角部格点と隅角部格点より
２×有効高の位置

「道路土工カルバート工指針(H.11.3)
社団法人日本道路協会」(P.57)

2 頂版・側壁・底版の内面より部材
高 /2の位置

「道路土工カルバート工指針 平成21
年度版(H.22.3) (社)日本道路協会」
(P.128)および「設計要領第二集カル
バート編（H28.8）NEXCO」(P.27)

「（３）隅角部格点と任意入力の点」、「（４）任意入力の点」につ

いては上記以外の照査位置で隅角部の照査を行えるように用意し

ています。尚、照査位置は、項目毎に適用される基準が異なるため、

「初期入力」画面の適用基準に準じて初期設定が変わります。

入力データチェック

本プログラムでは計算実行時に入力データに矛盾がないかチェッ

クしており、応力度照査位置の入力に矛盾がある場合メッセージを

表示します。例えば、『せん断応力度の照査位置』で指定された照査

位置が軸間中央位置を超えている場合、『「応力度照査位置」の「せ

ん断照査位置」に矛盾データが有ります。』と表示しています。

図2：メッセージ

本項ではこのメッセージが表示された場合の対処方法をご紹介し

ます。以下、手順を示します。

１．「考え方（曲げ、応力度照査）」画面

メッセージの対象が曲げ照査位置の場合「隅角部曲げ応力度

照査位置」を、「せん断照査位置」の場合「せん断応力度照査

位置」を「任意の点で照査する」と設定します。

２．「応力度照査位置」画面

軸線中央を超えている照査位置を軸線中央から1mm短くしま

す。尚、軸線中央位置は1連ボックスカルバートの場合（左側

壁厚÷2＋内空幅＋右側壁厚÷2）÷2となります。2,3連ボック

スカルバートの場合も同様に内空の左右の壁厚から軸線中央

位置を求めます。
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門柱のレベル2地震動照査では、Mu算出時の軸力が適用範囲外に
なり計算エラーが発生する現象についてお問合せを多くいただきま
す。ここではこのエラーの原因を説明して、一般的な対策方法をご紹介
します。

エラー発生画面

図1は、このエラーが発生した時の門柱のレベル2地震動照査結果画
面です。このエラーは横方向の計算で発生し、ほとんどは操作台、また
は柱上端の塑性ヒンジ点に発生します。図1は柱上端で発生していま
す。この図では終局ステップ時のMuが算出できず、曲げ破壊型の保耐
照査がエラーになっています。これ以外に、操作台の線形部材端照査
ができない、または降伏剛性が算出できない等のエラーを起こすこと
があります。

図1：エラー発生時の結果画面

エラーの原因について

終局曲げモーメントと軸力の関係は、H14道示Ⅴの図－解10.8.4
（P.185）のような卵型のグラフになります。グラフの縦軸が軸力ですが、
軸力がこの卵型の外側にある場合にMuを求めることができず、エラーが
発生します。
図2のN-Mu相関関係グラフは、エラーが発生している左柱上端のも

のです。図2のN-Mu相関関係のリストから、曲げモーメントが負(-Mu)の
時に計算可能な最小軸力は青枠で示した-137.0kNであることがわかり
ます。負の軸力は引張軸力です。終局ステップであるStep4の曲げモー
メントは負で、その時の軸力は緑枠の-147.6kNです。計算可能な軸力
-137.0kNより小さいためMuを求めることができません。
なお、Muが計算可能な最小軸力-137.0kNは、図3の青枠の断面積と

鉄筋の降伏点σsyを使って次の式で求めることができます。

図2：相関関係グラフ

[Muが計算可能な最小軸力]
＝[最圧縮縁鉄筋量]×σsy－[最圧縮縁以外の鉄筋量]×σsy
＝1588.80×345－（397.20＋397.20＋1191.60）×345
＝-137034N≒-137.0kN

この式を説明します。圧縮を正、引張を負として計算しています。終局
曲げモーメントMuは、H14道示ⅤのP.158の解説より「最外縁の軸方向圧
縮鉄筋位置におけるコンクリートのひずみが終局ひずみεcuに達した時
の曲げモーメント」です。このため、図3の配筋図に赤枠で囲んだ最圧縮
縁の鉄筋は、圧縮ひずみεcuにより降伏した状態になります。N-Mu相関
関係の曲線は、εcuの位置を軸にひずみ勾配を変化させた時の軸力と曲
げモーメント(Mu)をプロットしています。ひずみ勾配を大きくしていくと、
最圧縮縁以外の鉄筋が全て引張により降伏した状態になります。さらに
ひずみ勾配を極限まで大きくするとコンクリートによる圧縮応力度の影
響を無視できるようになり、この時の軸力は上式の[Muが計算可能な最
小軸力]になります。

図3：Mu算出時の鉄筋量

対策方法について

このエラーの対策方法として、エラーが発生する断面に対して、Muが
計算可能な最小軸力を小さくすることが考えられます。
そのためには、前述の[Muが計算可能な最小軸力]の式より、[最圧縮

縁以外の鉄筋量]を大きくすることが有効です。
または、図3のようなＬ字形の柱断面では赤枠部の鉄筋量がそれ以外

の鉄筋量と比較して大きい傾向もありますので、[最圧縮縁鉄筋量]を小さ
くすることを検討する場合もあります。
これ以外では、終局ステップ時の軸力でエラーが発生している場合

に、門柱の耐力を小さくして終局ステップ時の軸力を調整することで対
策できたケースもあります。

保守・サポートサービス関連情報
柔構造樋門の設計・3D 配筋のなぜ？ 解決フォーラム

Mu算出時の軸力適用範囲外
エラーについて
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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「一般的にダウンロードされてい

ません。〇〇〇を開く前に信頼できることを確認してください。」という

メッセージが表示されることがあります。

図1:ダウンロード時に表示される警告

これは「Microsoft Edge」を使ってウェブページを閲覧する
際に、安全性を確保することを目的として「Microsoft Defender 
SmartScreen」が発する警告です。詳しくはマイクロソフト社
のウェブサイトで「SmartScreen は Microsoft Edge で自分を
保護するためにどのように役立ちますか？」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、ご自身で安全性を十分に
　確認され、ファイルのダウンロード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．警告にある「…」（その他のアクション）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．「〇〇〇を開く前に、信頼できることを確認してください」が 
　  表示されますので、「詳細表示」をクリックします。

図3:「詳細表示」をクリック

3．「保持する」をクリックします。

図4:「保持する」をクリック

4．「ファイルを開く」あるいは、フォルダアイコンをクリックし 
　  ます。

図5:「ファイルを開く」あるいはフォルダアイコンをリック

5．フォルダアイコンをクリックしたときは表示されるフォルダ 
　  内にある目的のファイルをダブルクリックします。

6．「Windows によってPCが保護されました」が表示されると
　  きは、「詳細情報」をクリックして表示される「実行」をクリッ
　  クしてください。これによりダウンロードしたファイルの解 
　  凍が始まります。

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「〇〇〇を開く前に、信頼
できることを確認してください。」 が表示されたときの操作
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SEMINARSEMINAR INVITATIONINVITATIONEEEEMMMMMMINNAAAAARRRRREEEEMMMMMMINNAAAAARRRRR INNNNNNVVVVVIITTTTTAAAAAATTTTTTIIOONNNNNNNNINNNNNNVVVVVIITTTTTAAAAAATTTTTTIIOONNNNNNNフェア・セミナー情報
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。

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

※表示価格はすべて税込です

体
験
セ
ミ
ナ
ー

VR Simulation/CG
セミナー名 日程 会場

スイート千鳥エンジン体験セミナー 7月20日（水） 各会場/オンライン

F8VPS体験セミナー
7月26日（火）

各会場/オンライン
9月  6日（火）

Shade3D体験セミナー 8月  3日（水） 各会場/オンライン

UC-win／Road DS体験セミナー 8月  4日（木） 名古屋/オンライン

UAV体験セミナー 9月  2日（金） 東京/オンライン

デジタル田園都市・
スマートシティ構築支援セミナー NEW

9月13日（火） 各会場/オンライン

FEM Analysis/BIM/CIM
セミナー名 日程 会場

スイート積算体験セミナー 7月12日（火） 各会場/オンライン

BIM／CIM入門セミナー 8月19日（金） 各会場/オンライン

エンジニアのプログラミング入門 8月23日（火） 各会場/オンライン

ビッグデータ解析体験セミナー 8月24日（水） 各会場/オンライン

Allplan体験セミナー 8月30日（火） 各会場/オンライン

レジリエンスデザイン・CIM系解析支援体
験セミナーES、地盤解析編

9月28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 9月29日（木） 各会場/オンライン

CAD Design/SaaS
セミナー名 日程 会場

橋梁下部工設計（部分係数法・H29道示対
応）体験セミナー

7月  6日（水） 各会場/オンライン

上水道・水道管体験セミナー 7月13日（水） 各会場/オンライン

車両軌跡／駐車場作図体験セミナー※2 7月14日（木） 各会場/オンライン

鋼橋自動／限界状態設計体験セミナー 7月15日（金） 各会場/オンライン

LibreOffi ce体験セミナー 8月10日（水） 各会場/オンライン

3D配筋CAD体験セミナー 8月25日（木） 各会場/オンライン

スイートERP・法人会計体験セミナー 9月  9日（金） 各会場/オンライン

土留め工の性能設計計算体験セミナー 9月16日（金） 各会場/オンライン

スイート建設会計体験セミナー 9月21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 9月22日（木） 各会場/オンライン

港湾シリーズ体験セミナー 9月27日（火） 各会場/オンライン

有
償
セ
ミ
ナ
ー

VR Simulation/CG
セミナー名 日程 会場

UC-win／Road Advanced・VRセミナー
7月21日（木） 福岡/オンライン

8月26日（金） 宮崎/オンライン

ジュニアプログラミングセミナー※1 7月26日（火） 各会場/オンライン

UC-win／Road・VRセミナー
7月29日（金） 東京/オンライン

9月  8日（木） 大阪/オンライン

UC-win/Road SDK／
VR-Cloud®SDKセミナー

8月  2日（火） 各会場/オンライン

ジュニアソフトウェアセミナー 8月  5日（金）～
8月6日（土） 各会場/オンライン

Shade3Dプログラミングセミナー 9月  1日（木） 各会場/オンライン

FEM Analysis/BIM/CIM
セミナー名 日程 会場

動的解析セミナー（既設・補強編） 7月  7日（木） 各会場/オンライン

地盤の動的有効応力解析
（UWLC）セミナー※３ 7月  8日（金） 各会場/オンライン

熱応力・ソリッドFEM解析体験セミナー 8月  9日（火） 各会場/オンライン

構造解析入門セミナー 9月  7日（水） 各会場/オンライン

CAD Design/Cloud
セミナー名 日程 会場

橋脚の設計・3D配筋 （部分係数法・H29道
示対応）・橋脚の復元設計セミナー

7月27日（水） 各会場/オンライン

擁壁の設計・3D配筋セミナー 7月28日（木） 各会場/オンライン

土留め工の設計・3DCADセミナー※３ 9月14日（水） 各会場/オンライン

配水池・揚排水機場の設計セミナー 9月15日（木） 各会場/オンライン

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 7月19日（火）

UC-win／Road・VR 7月28日（木）

Engineer's Studio® 8月19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

Shade3D 7月12日（火）

Engineer's Studio® 7月20日（水）

F8VPS体験セミナー 8月  2日（火）

EXODUS・SMARTFIRE 8月  9日（火）

Allplan 8月17日（水）

UC-1シリーズ 9月  1日（木）

UC-win／Road SDK 9月21日（水）

地盤解析シリーズ 8月25日（木）

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

UC-win／Road・VR 7月  7日（木）

F8VPS 9月13日（火）

※2 一般社団法人 交通工学研究会 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

※3 公益社団法人 地盤工学会 認定

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。
【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）

申込方法

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。
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～次世代を担う、最先端技術が一堂に～　デジタル田園都市構想を
支援するVRCGソフトに関するプレゼンテーション、安全運転及び除
雪車運転シミュレータ、溶接訓練シミュレータ、3DVR遠隔操作システ
ムの展示と、あらゆる空間のVR空間が構築できるF8VPS（FORUM8
バーチャルプラットフォームシステム）、西松建設様と共同開発した、
モバイルアプリを用いて現場の負担軽減と残コン・戻コン抑制に貢献
する“コンクリート打設管理システム“をご紹介しました。

第4回 建設・測量生産性向上展（CSPI-
EXPO）
●日時：022年5月25日 - 27日　●会場：幕張メッセ
●主催：建設・測量生産性向上展実行委員会

「オンラインを体験したからこそわかった。リアルとオンラインそれぞれに良さがあるんですよね」。来場者が語ります。2年近くリアルイベントが開催で
きなかったことで、オンラインイベントのコンテンツが一気に増え、大小さまざまな形で進化しました。「リアルが勝る」だけではなく、すばらしい講演会
や製品発表は世界中からアクセスでき、素早く、直接情報に触れ共有の幅が広がりました。徐々に展示会などのイベントが再開されはじめています。こ
れまでよりもICT、VRの活用を自分事として、それぞれの事業に実装していく機運が高まっています。

2021年11月～2022年2月開催

建設DXを加速！3次元空間情報活用・デジタルツイン
を可視化するVRCGソフト

土木・建築・測量系

4回目となった『 建設・測量生産性向上展（CSPI-EXPO）』。来場
者数は昨年を大幅に上回り、4万名を超えたと主催者からの発表があり
ました。建設業界の慢性的な人手不足と高齢化に対するソリューション
として、建設ＤＸに期待がかかっています。展示会では、測量から設計、
施工、検査、維持管理に至るまでの最新技術が集結。フォーラムエイト
は、生産性向上に貢献するシステム提案を行いました。
『EE東北‘22』｠は、今回で31回目。358の企業や団体が出展し、「維

持管理・予防保全」など過去最多の1040の技術が集まりました。地域
社会の発展に寄与することを目的に、建設事業に係わる新技術、新工
法、新材料、その他時代のニーズに対応して開発された新技術を公開。
建設現場の生産性向上施策として５Ｇ関連技術やＶＲ（仮想現実）体
験ができる特設コーナーのほか、3D測量やICT建機のデモンストレー

ションができる体験広場が新たに設けられました。東北地域の高校
生・大学生1300人の招待があり、2日間で12200人を動員。「最新技術
を見て、触れてもらうこと」「各現場で展開されること」に期待がかかり
ます。
『人とくるまのテクノロジー2022』は、日本最大規模の自動車技術

展。484社が出展、3年ぶりのリアル開催となりました。「人とくるまの
テクノロジー展2022 ONLINE STAGE1」も併催され、27社が出展。各
講演は31日までオンライン配信されました。「カーボンニュートラル」
「自動運転」「再生可能エネルギーの活用」などホットなテーマに対す
るソリューション、提案が集まり、期間中の来場者数は43、665名。世界
に向けて最新技術・製品を発信するおおきなイベントとなりました。

建設事業に係わる新材料、新工法、その他時代のニーズに対応して

開発された新技術が集結。短期間にデジタルツイン環境を構築する

UC-win/Road、Shade3D。「VR国総研」として国総研の取組みを広

く周知するための企画・広報プラットフォームとしても利用されている

F8VPSは、顧客管理/販売管理/会計管理システム、スイートERPと連

携が可能。3DVR浸水ハザードマップサービスなど、インフラDX推進

を支援するソリューションをご紹介しました。

EE東北‘22
●日時：2022年6月1日 - 2日　●会場：夢メッセみやぎ
●主催：ＥＥ東北実行委員会

インフラDXを加速！デジタルツインを可視化する
VRCGソフト～デジタル田園都市構想・地方創生・国
土強靱化を支援するUC-1、FEM、3D・VRソフト～

車両の動きと振動を体感

熟練の動きを見ながら訓練

デジタル田園都市国家実現
へのアプローチをご紹介

HMDとモーションシートを組み合わせたVR体験

コントローラーで遠隔操縦体験
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DX時代のMaaS･自動運転ソリューション 

デジタルツインを実現する3DVRソフトウェア

をテーマに、安全運転シミュレータ、車いすシ

ミュレータ、ステアトルク制御自動運転シミュ

レータを展示。またF8VPS（FORUM8バー

チャルプラットフォームシステム）では、VR空

間に構築されたショールームやラリーカー、ド

ライビングシミュレータなどを見てまわった

り、システム上で会話を体験していただきま

した。

人とくるまのテクノロジー2022
●日時：2022年5月25日 - 27日　●会場：パシフィコ横浜　●主催：公益社団法人自動車技術会

自動車・システム系

メタバースを実現するVRCGソフトとF8VPS
～デジタルツインの可視化・デジタルガーデンシティの構築を加速～

「ラリーと観光は直結していますから」全

日本ラリードライバー勝田範彦選手がそう語

ります。4月24日（日）さまざまなジャンルの

モータースポーツが楽しめるイベント【モー

ターファンフェスタ2022 in 富士スピード

ウェイ】が開催されました。FORUM8 Rally 

Japanコーナーのステージトラックで開催さ

れたトークイベントでの一言。昭和のトリオ

漫才を彷彿とさせる勝田選手、新井敏弘選

手、清水和夫選手の掛け合いに対し、司会の

クロエリこと黒澤恵里さんは、ひるむことな

く華麗に進行。観客側からの掛け声など、う

ちとけたラリーイベントを目撃することにな

りました。日本人は大人しい応援のイメージ

を持っている人が多いかもしれませんが、実

はその反対だとか。12年前にWRCが北海道

で開催された時、日本中から多くのラリーファ

ンがつめかけ、陽気なお祭り気質のラリー

ファンの存在が明るみになったといいます。

つい先日まで信じていなかった「日本中から

隠れラリーファンがワラワラ出てきた」という

エピソードも、雨の中、たくさんのファンが笑

顔で車を愛でている姿をみれば、本当のこと

なんだと納得。今年のWRCは愛知・岐阜が

舞台です。日本中どこからでも行きやすい場

所なので「隠れていないラリーファン」に出会

えること必至！です。

大阪からの行き帰りで、浜松餃子に静岡の

某ハンバーグ、新城、岡崎、豊田のサービス

エリアでは焼き鳥や五平餅などの名物を味わ

いました。「ラリーはみんなが移動して楽し

むモータースポーツ」これぞラリーツーリズ

ムの醍醐味。

モーターファンフェスタ2022 in 富士スピードウェイ
●日時：2022年4月24日（日）　●会場：富士スピードウェイ　●主催：モーターファンフェスタ2022運営委員会　後援：株式会社三栄

さまざまなジャンルのモータースポーツが楽しめるイベント

主催者様より15回連続出展したとして表彰を受
けました

浜松の石松餃子さわやかハンバーク

「自動車体験・体感イベント」がテーマ
　国内外の最新自動車の試乗には長蛇の列

FORUM8 Rally Japan ラッピングカーは
目をひきます

ワクワクするラリーの魅力をわかりやすく解説 左から清水和夫選手、勝田範彦選手新井敏弘選手

爽快に駆け抜けます



News & Events70 Up&Coming138号

セミナー・フェア開催レポート

2022年2月、沖縄を皮切りに始まった地方創生・国土強靭化

FORUM8セミナーフェアは、2022年４月に札幌、秋田の両会場にて開

催されました。国土強靭化とDXをテーマとした特別講演では地域の特

性に応じた提案をいただき、フォーラムエイトのプレゼンテーションで

は国土強靭化やDXを支援する製品・ソリューションを提案しました。

特別講演として、事業構想大学院大学学長、田中里沙氏より、「DXを

活用した地方創生と国土強靭化の推進に向けて」をテーマに、Zoomに

て講演いただきました。質疑応答では建築業界のDXの進み具合につい

て、建設・建築分野では古くからツールが使われているが、業務の一部

だけでなく全体のDXが実現しないと意味がない。そこを解決する事で

大きく動きが変わる、と述べられました。

京都大学大学院工学研究科教授、藤井聡氏には「東北おける国土強

靭化に向けた取り組みと今後の展望」をテーマにZoomにて講演いただ

きました。質疑応答では観光と防災の共存と発展について、それぞれの

地域には防災力や観光力、経済力などのポテンシャルがあるが、特に経

済力が重要であり経済が強くなれば強靱化にも投資ができること、まず

は経済発展、人口、法人の立地、消費税減税が必要であり、ミクロの観

点では創意工夫が必要であることを述べられました。

秋田大学大学院教育学研究科教職実践専攻特別教授、林信太郎氏に

は「秋田における火山・地震の災害への備えと地域開発への活用～歴

史的事象の防災教育・観光DXへの展開～」をテーマにお話をいただき

ました。質疑応答では火山災害の予測は地震よりは可能だが小さな災

害では難しいこと、また若い人達への防災教育の重要性について述べら

れました。

FORUM8は昨年に続き、2022アジアオンラインセミナーシリーズ

をアジア太平洋地域にある各海外拠点で開催しました。全てのセミ

ナーはオンラインでの無料視聴が可能で、各国の現地言語による同

時通訳付きで実施しました。

セミナーはFORUM8の挨拶、オフィス紹介、ゲストスピーカーによ

る特別講演、およびFORUM8の各種ソフトウェアと今後の開発ロー

ドマップの紹介で構成され、内容の濃い3時間となりました。

メインイベントとして、各開催国を代表する業界のエンジニアリング

リーダー、大学教授や研究者、政府機関の官僚等、幅広い分野の専門

家をゲストスピーカーとして招待し、BIMにおけるVR活用、自動運転

開発、VRシミュレータの活用、スマートシティ、デジタルツイン等幅広

い分野における最新の研究についてご講演いただきました。

このような世界各国のゲストスピーカーのそれぞれの分野における

最新の話題で熱く盛り上がり、セミナー全体で合計247名のお客様に

ご参加いただくことができました。FORUM8のVRに対する情熱を世

界各国の方 と々共有できた大変有意義なセミナーとなりました。

■地方創生・国土強靭化FORUM8セミナーフェア
●日時・会場：4月15日札幌（京王プラザホテル札幌）／4月22日秋田（秋田キャッスルホテル）

■ASIAオンラインセミナー
●日時・会場（全てハイブリッド開催）：ハノイ 3月18日／ソウル 3月24日／上海 3月30日／シドニー 4月6日／青島 4月13日／台北 4月20日 

フォーラムエイト主催イベント・セミナー

セミナーレポート

秋田大学　林信太郎氏（秋田会場）京都大学　藤井聡氏（秋田会場）事業構想大学院大学　田中里沙氏（札幌会場）

BIMプロジェクトにおけるVR活用事例と提案
講師：Sky Lo Tian Tian（ハルビン工科大学 (深セン) 建築学院助教授）

UC-win/Roadのプレゼンテーション
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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。

下水道展’22
開催日 2022年 8月2日（火）～5日（金）

会　場 東京ビックサイト

主　催 公益社団法人 日本下水道協会

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

概　要 下水道に関する幅広い分野の最新技術・機器等を展示、紹介

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

CEATEC2022
開催日 2022年 10月18日（火）～21日（金）

会　場 幕張メッセ

主　催 一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）

U R L https://www.ceatec.com/ja/application/

概　要 「Society5.0」の実現を目指す総合展示会

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

キッズエンジニア2022
開催日 2022年 7月29日（金）～30日（土）

会　場 パシフィコ横浜

主　催 公益社団法人自動車技術会

U R L https://www.jsae.or.jp/kidse/

概　要 自動車を中心とした科学技術やものづくりに関する体験型学習イベント

出展内容 UC-win/Road

第5回名古屋オートモーティブワールド　自動車EXPO
開催日 2022年 10月26日（水）～28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.jp/nagoya/ja-jp.html

概　要 EV技術、自動運転、コネクテッドなど最先端技術の専門展

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

建設技術フェア2022 in中部
開催日 2022年 10月4日（火）～5日（水）

会　場 ポートメッセなごや

主　催 建設技術フェアin中部運営委員会

U R L https://www.kgf-chubu.com/index.html

概　要 建設現場のDXをテーマとしたイベント

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

建設技術展2022　近畿
開催日 2022年 11月9日（水）～10日（木）

会　場 インテックス大阪 6号館 Cゾーン

主　催 日刊建設工業新聞社、（一社）近畿建設協会

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

概　要 建設分野に関する幅広い分野の技術が集結した展示会

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

詳細・お申込みはHPから≫詳細・お申込みはHPから≫

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

タイムテーブル

9：00～  9：20 ご挨拶

9：20～ 9：50 スペシャルセミナー／特別講演

9：50～10：10 質疑応答
FORUM8プレゼンテーション「VR Design Studio UC-win/Road・
Shade3D活用事例、新機能/FEM・UC-1シリーズ、関連ソリュー
ションプレゼンテーション」

金9.92022. 9:00

10：10～ 11：00
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ゲームプログラミングPC
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会場 × オンライン× オンライン会場

品川インターシティホールよりハイブリット開催

 VRコンファランス 第22回 UC-win/Road協議会

▶第10回 CPWC／第12回 VDWC 最終審査、表彰式

▶ 第15回国際VRシンポジウム

▶ 第8回ジュニア・ソフトウェア・セミナー表彰式　

▶第8回最先端表技協・最新テクノロジーアートセッション
　  第6回 羽倉賞表彰式

▶ 第16回デザインコンファランス

　 

▶ 第9回NaRDA表彰式

 VRコンファランス 第22回 UC-win/Road協議会

▶第7回 自動運転カンファランス
経産省、総務省、国交省、警察庁、4省庁5講演！

▶第21回3D･VRシミュレーションコンテスト･オン･クラウド／
　 VRシステム オブザイヤー表彰式

▶出版書籍講演

11/16
WED

11/15
TUE

11/17
THU

11/18
FRI

▶フォーラムエイト
　 デザインフェスティバル 前夜祭
～テレプレゼンス＆テレアブセンス；VRの未来～

16th FORUM8 DESIGN FESTIVAL 2022

古屋 圭司 氏
「自動車文化を考える議員連盟」会長
 衆議院議員

古屋 圭司 氏
「自動車文化を考える議員連盟」会長
 衆議院議員

ご来賓
あいさつ

前川 宏一 氏　ご登壇
横浜国立大学 コンクリート研究室 教授
前川 宏一 氏　ご登壇
横浜国立大学 コンクリート研究室 教授

特別講演
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国土強靭化の具体的な事例と成果を一堂に集め、情報提供および
技術研鑽の貴重な場となることを願って、「ナショナル・レジリエン
ス・デザインアワード」を開催。構造解析（土木・建築）、地盤工学、
水工学、防災の分野を対象とし、国土強靭化に資する優れた作品を
募集いたします。

守田優 氏
芝浦工業大学名誉教授

若井明彦 氏
群馬大学理工学府教授

吉川弘道 氏
審査委員長

東京都市大学 名誉教授

The 9th National Resilience Design Award

表彰盾、賞状、図書カードノミネート賞

司会・進行/審査員 各賞

作品募集中

開催日程

最優秀賞 トロフィー、賞状、賞品、ギフト券

準グランプリ 賞状、賞品、ギフト券

アイデア賞・
エッセンス賞

賞状、賞品、ギフト券

審 査 員 賞 賞状、賞品、ギフト券

第21回 3D・VRシミュレーションコンテスト・オン・クラウド　応募要項

家入龍太 氏
司会・進行役／表彰式進行役

The 21st 3DVR Simulation Contest

傘木宏夫 氏
NPO 地域づくり工房代表

関 文夫 氏
審査委員長・日本大学
理工学部土木工学科教授

原口哲之理氏
名古屋大学

未来社会創造機構客員教授

応募基準・提出物
・UC-win/Roadで作成されたVRデータ
（スクリプト必須／CD-ROM、DVD等の
メディアに保存）
・VRデータの概要（150字以内）、
操作方法

応募に関するお問合せ先
TEL:0120-1888-58

FAX:03-6894-3888

E-mail: forum8@foum8.co.jp

応募基準・提出物
設計/解析に限らず、減災への提言、合理的な設計法提案、BCP、リスクマ
ネジメントなど、直接的・間接的に国土強靭化に資する内容であるもの。

・作品タイトル・サブタイトル：20～40字程度、
　作品概要：150～200字程度
・ポスター：A1横（画像等を用い目的/内容が簡潔
　に表現されているもの）
・報告書（目的、手法、結果、考察等）：A4 3～4枚
・入力データ（結果ファイル）、使用製品名
・アニメーション、動画、PPT等のスライド（任意）

応募に関するお問合せ先
TEL:0120-1888-58 FAX:03-6894-3888 E-mail: forum8@foum8.co.jp

審査員

2022 10 172022 10 17

国内外から高度なVRデータ作品が応募される“3D・VRシミュレーションコンテス
ト・オン・クラウド”。土木・建築や交通・自動車分野に加えて、環境、災害対策、
教育訓練、医療など、活用分野が広がっています。今後のUC-win/Roadの進化
と可能性を見出すことのできる見どころの多いイベントです。

UC-win/Roadの最先端活用事例が集う必見イベント！

国土強靭化に資する優れた事例・成果が集結！

ノミネート
作品予選
選考会

10/ 25（火）
各賞発表・
表彰式 11/ 16（水）

クラウド
一般投票 11/ 4（金）～13（日）
予選選考を通過した作品は、クラウドで
作品公開・一般投票を実施！

作品募集中

表彰盾、図書カードノミネート賞

各賞

最優秀賞
トロフィー、賞状、賞品
図書カード

準グランプリ 賞状、賞品、図書カード

審査員特別賞 賞状、賞品、図書カード

ノミネート
作品予選
選考会

10/ 25（火）
作品
応募
締切

～10/ 17（月）
各賞発表・
表彰式 11/ 18（金）

第9回 ナショナル・レジリエンス・デザインアワード 応募要項

詳細

詳細

開催日程

トロフィー、賞品VRシステム
オブザイヤー*

＊VRシステムオブザイヤーの審査を行うVR推進協議会は、VRを
利用したバーチャルなプラットフォームの整備・提供に加えて、
自治体等との連携による様々な産業分野での活用を目指して活
動。フォーラムエイトが法人会員として協力しています。
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学生向け
コンテスト

公開審査&表彰式

2022.11.172022.11.17

池田 靖史 氏
VDWC実行委員長

東京大学 工学系研究科
建築学専攻 特任教授
建築情報学研究室

福田 知弘 氏
CPWC審査委員長
大阪大学大学院
工学研究科 准教授

楢原 太郎 氏
ニュージャージー工科大学
建築デザイン学部

准教授

佐藤 誠 氏
東京工業大学
名誉教授

ペンクレアシュ・
ヨアン 氏

フォーラムエイト執行役員
開発シニアマネージャ

長倉 威彦 氏
マサチューセッツ工科大学
建築学科 准教授

コスタス・
テルジディス 氏

同済大学
設計創意学院教授

C・デイビット・
ツェン 氏

台湾国立交通大学教授

第 9回CPWC  World Cup賞 第11回 VDWC  World Cup賞

「Driver Emotion and Abnormal Behavior 
Detection and Warning System」 

ドライバーの感情や異常行動をリアルタイムに検出し、その結果をモバイルWeb端末
やUC-win/Roadにリアルタイムにフィードバックするプラグイン。ドライバーの端な感情
を検出した場合に、警告メッセージを表示して落ち着くように促したりする。これによりド
ライバーの良好な運転習慣を維持し、交通事故の発生を減らすことができる。

【チーム名】　SC-Team
【所属】　上海大学（中国）

「Bubble Stream」 

プーケットの既存の様々な問題を分析し、可能な答えを提案することで、AI技術と革新的なバブル
システムで生活を融合させ、プーケットを未来の世代の感覚を持ったビーチリゾート都市にする。
コンセプトは、プーケットのビーチの波の泡から発想を得た。「微細な泡の可視化」をメインデザイ
ンとして、都市空間は垂直に発展し、用途も多様化していく。

【チーム名】　Burbur Chacha
【所属】　国立高雄大学（台湾）

クラウドＶＲ開発、
ゲーム開発に挑戦！
クラウドＶＲ開発、
ゲーム開発に挑戦！
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profi le 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。

　今回は誰でもが経験する「うつ」につい
て考えてみます。
　「うつ」は日常用語で、落ち込み、気分
が沈む、つまらない、やる気が起こらない
「こころ」の状態で、日ごろの短い時間で
の経験です。「コロナうつ」という言葉も一
時耳にしました。新型コロナウイルス感染
によるによるストレス反応としての「うつ
状態」のことですが、「うつ」が長期化する
ことで、「うつ状態」へ、そして「うつ病」に
進展していきます。「うつ状態」という言葉
は、精神科疾患、身体疾患、ストレス反応
のひとつの状態像（症状）として用いられ
ます。このうつ状態が長く続き、日常生活
が支障をきたし、ほとんど一日中、しかも
２週間以上続く場合、疾患としての「うつ
病（大うつ病）」になります。うつ病になる
までにいろいろな身体症状が出現します。
一番多いのは睡眠のパターンが変わって
くることです。夜なかなか眠れなかったり
（入眠困難）、途中で何度も起きたり（中
途覚醒）します。睡眠時間が短くなり、朝
早く目を覚まします（早朝覚醒）。また悪
夢も見るようになり、朝が起きれない、身
体が鉛のように重い感じます。逆にいつま
でも起きれない、ずっと寝ている過眠状態
になることもあります。食欲もなくなり。無
理して食べている、味を感じない、砂をか
んでいる感じがしたりします。過食になる

こともあります。甘味や炭水化物ばかり食
べるようになります。自分がうつ病である
と気が付かないで、このような身体症状を
訴え、内科を受診する人もすくなくありま
せん。

「うつ」の悪循環
　「うつ」がつづくと動けなくなり、出来

たこともができなくなります。そうすると

自信もなくなり、だめな自分と否定的に考

え、さらに落ち込みます。そしてますます

動けなくなる負のスパイラル（悪循環）に

入っていきます。自分でこのスパイラルか

ら抜け出し、何とかしようとすると泥沼に

はまった車がアクセルをかけるように空

回りするだけです。その結果、そのスパイ

ラルに「とらわれ」ていきます。このような

「うつ」の悪循環にいる状態、とらわれて

いる「こころ」のあり方は「こころ」をかた

くしていきます。図１には「うつの悪循環」

を示しています。「うつの悪循環」に陥り

やすい人は

 •  完全主義「べき」主義、理想主義：「～す

べき,かくあるべき」ねばならない考え、

理想と現実の自分とのギャップが大きい

「100点か０点」

 •  心配性で周りの環境に敏感：細部にこだ

わる

 •  他人からの評価を意識する、傷つきや

すい

 •  過剰適応：まじめにやりすぎる、過剰に

やりすぎる

 •  自分で何とかしようとする：何とかそこ

から抜け出そうと努力する

 •  気分ばかりで行動・事実がみえていない

 •  過去のすんだことを思い悩み、落ち込む

 •  先のことを予期し、より不安になる

の傾向があります。考えれば考えるほど悩

み、過去を振り返れば「うつ」になり、未来

を思案するとより不安になります。「うつ」

と違い不安はもともと「こころ」を守る防

御機制ですが、量的に過度となったり、反

復して出現するようになると病的になりま

す。「うつ」や不安は「こころ」をかたくして

いきます。マインドフルネスストレス低減法

（MBSR）や森田療法などは「こころを緩

める方法」といえます。図2にMBSRで行う

マインドフルネス瞑想の7つの姿勢を示し

ます。「～すべき、ねばならない」という完

全主義から悪循環に陥り、固くなった「こ

ころ」から「まあいいか」と現実を受け入

れる緩い「こころ」が「うつ」から抜け出す

ことになります。先を考えたり、過去を振

り返るのではなく、「今・ここで」を大切に

するマインドフルなこころは、自然な「ここ

ろ」のあり方といえます。そうはいってもな

かなか難しいという人は、まず

「こころ」を緩めるには頭で考

えることを休めることです。頭

で考えて考えて自分でなんで、

どうしてと堂々巡りする中で、

頭を働かせることよりも、身体

を動かすこと、呼吸に意識を向

けるだけで少しずつ変わってい

きます。まず頭を働かせないこ

とからはじめてください。

連載 【第18 回】

「うつ」とつきあうために
知っておきたいこと

図 1 図 2

•
•
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フォーラムエイトでは、毎週水曜日の17時からピルビスワークアウトレッ
スンを開催しています。
座り仕事で関節が硬くなる一方で、ストレッチの習慣が作り辛い方は、
日常生活で体にかかる負荷が強い傾向になるので、疲れの回復と動きや
すい体造りとしてオススメしたいレッスンです。
筋力低下やストレスで起こる悪姿勢、関節の不具合、腰痛、肩こり膝の
痛みを予防改善するために考案されたピルビスワークアウトはストレッチと
全身持久力を高める有酸素運動を組み合わせた運動プログラムです。
運動は、健康や目的に取り組む意識で出せる成果、効果の現れ方が変
わりますので、定期的に運動の成果を確認する事も大事ですが、効果を
高めるために、ゲーム性や競技性を取り入れる事でも運動の効果は飛躍
的に高くなります。
そこでフォーラムエイトでは、年に1回コンペが開催され、審査員により
優勝者が選ばれます。
コンペの予選会では柔軟性と姿勢の維持の審査、本選では筋持久力
と俊敏性などより高度な身体能力が必要とされる種目が実施されます。
週1回のレッスンを年間通じて継続されている方々は柔軟性、筋力、筋
持久力、俊敏性とトータルの身体能力が高く、ストレッチやトレーニング時
の姿勢も美しく維持され審査員も感心するほどのパフォーマンスを発揮さ
れ、運動の習慣化による効果が表れた結果となりました。
パフォーマンス力を高めるメカニズムは、まず硬直した足裏の筋肉を緩
める事から始めます。足裏にはメカノレセプターと言う感覚器があり、足裏
が受けた刺激を脳に伝える働きをします。例えば、足裏がデコボコした床
を踏んだり、足裏が斜めになっている刺激を脳に伝えると、脳は前庭覚や
三半規管と共に、自身の体が傾きを修正しながら頭を上に維持して体が
安定するように全身の関節や筋肉をコントロールします。
脳からの神経伝達を受けた体の関節や筋肉にも固有受容器と言うセ
ンサーの働きをする感覚器があります。このセンサーは日常の関節や筋

肉の動きを記憶して再現する働きなので、日常に体を動かしてない方は、
脳から受けた指示に体が反応しない「思った通りに動けない」と言う現象
が起こりやすくなります。
これは「体が硬くなった」「筋力が落ちた」と言う感想にもなりますが、年
齢に関係なく老化が始まったという現実を受けて頂き「思った通りに動け
る体造り」のために、足裏のマッサージに続いて、ピルビスワークの骨盤
矯正ストレッチを行います。これは脳と体をつなぐ神経の伝達を活性化す
るための、骨盤と背骨を連動させて行うストレッチです。
このストレッチの習慣で、手足の先 ま々で気持ち良く伸ばせるようにな
り、レッスン後半の全身運動の効果をより高くします。
後半に行う、自重負荷を利用した全身運動は、新陳代謝の低下による
肥満や高血圧、心臓にかかる負担を軽減させ、さらに筋肉中の老廃物・
血液・リンパ液を関節や筋肉が動くポンプ作用を利用して流します。
良い姿勢や動作は体液の流れが良い体を造り、毛細血管からの酸素
と栄養の吸収が良くなるので、生活習慣にすることで、痛みの少ない体
や様々な疾患の予防になります。
ピルビスワークストレッチと全身有酸素運動を組み合わせたピルビス
ワークアウトレッスンは、柔軟性・筋力・持久力をバランス良く上達させ呼
吸筋を強化して、思考やメンタルの向上にまで効果が期待できます。
現在、毎週水曜日に全国の支社と繋げて行われているオンラインレッス
ンですが、年1回のコンペの度に、皆さまの上達ぶりに嬉しい驚きと興奮
を感じています。
今後は、柔軟性ストレッチ力向上プログラムとして、開脚にもチャレンジ
して頂き、人気のあるゴルフのプレーにも役立つ柔軟性と瞬発力が付くス
トレッチプログラムや今流行りのダンスパフォーマンスの振り付けにもチャ
レンジして頂く企画も準備しています。
柔軟性や持久力が上達しやすいこの夏にピルビスワークアウトレッスン
でお待ちしています！

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連載 第４回

一般社団法人 日本ピルビスワーク協会　立花 みどり

pelviswork

https://pelviswork.com

profi le  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。

「パフォーマンス力を上げるメカノレセプター」

https://youtu.be/1MEBkzfM9wY

第2回 フォーラムエイト ピルビスワークストレッチコンペ開催第2回 フォーラムエイト ピルビスワークストレッチコンペ開催
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株式会社 パーソナルデザイン
代表取締役　唐澤 理恵 R i e  K a r a s a w a

vol.1
プレゼンテーションの極意

赤ちゃんこそ最強の
プレゼンテーターである
あなたは、プレゼンテーションが得意ですか？　
それとも苦手？
苦手な人は、得意になりたいと思いますか？

　こんな質問を毎回講義の前にしていますが、
「得意」に手を挙げる人はほぼ皆無といって
もいいかもしれません。ほとんどの人は「苦手」
のようですが、当然得意になりたいと思ってい
ます。それもそのはず。私たち日本人は義務教
育でプレゼンテーションを習うことはほとんどあ
りません。さらに高校に入れば、大学受験が控
えています。プレゼンテーションは大学に合格

するために必要ではありませんから、これまた習
う機会のないまま大学進学、あるいは社会人
突入です。
　いきなり人前で話す機会が増えますが、苦
手意識満載ですよね。なんとなく避けてやり過
ごし、役職が就いたときにさあ大変！ ！　そこか
らが学びのスタートという経営幹部の皆さんを
たくさんトレーニングしてきました。
　つまり、習っていないものを得意とするはず
はないのですから、なにも恥じることではありま
せん。しかし、考えてみてください。赤ちゃんはど
うですか？　言葉をうまく使わずとも、「お腹が
すいた」「おむつ取り換えて」「抱っこして」を躊
躇せず、肉体をフル活用して伝えます。しかも、

お母さん、お父さん、おばあちゃん、おじいちゃん
を否応なく動かしてしまうのです。相手を動かし
てこそ上手いプレゼンテーターです。赤ちゃん
という存在は欧米人・日本人関係なく、素晴ら
しいプレゼンテーション力保持者なのです。
　実はそこに、プレゼンテーションが飛躍的に
上達する大きなヒントが隠されています。

プレゼンテーションの語源は、
プレゼントである
　プレゼントとは、贈り物です。相手への日頃
の感謝の気持ちだったり、何かを差し上げたい
という衝動だったり、と贈る理由はさまざまです
が、喜んでもらいたいという気持ちは同じです
ね。見返りを求める贈り物は意外と相手にも
伝わってしまい、それだけで興ざめです。弊社
の商品を買ってもらい自分の成績に結びつけ
たい、ノルマ達成のためにこの会社から大口
注文をとりたい、などと考えてばかりのプレゼン
テーションはとかく上手くいかないものですね。
うまくいっても一過性でしょう。
　あなたのプレゼンテーションで相手に何を与
えられるのか、どんな価値を提供できるのか。ま
さにプレゼンテーションそのものが贈り物でな
くてはいけません。モノとしての贈り物と違い、
プレゼンテーションはソフトです。情報です。ど
んな情報を伝えられるかです。となると、そこに
存在するのは、あなたの知識と経験にほかあり
ません。そこにどんな価値があるかです。
　同じ情報でも誰から受け取るかによって情
報の質は変わります。セールストークが同じで
も実績に差がつくのは、背景にあるものが違

新連載

パーソナル
デザイン講座

プレゼンテーション編
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唐澤理恵（からさわ りえ）
お茶の水女子大学被服学科卒業後、株式会社
ノエビアに営業として入社。1994年最年少で同
社初の女性取締役に就任し、6年間マーケティン
グ部門を担当する。2000年同社取締役を退任
し、株式会社パーソナルデザインを設立。イメー
ジコンサルティングの草分けとして、政治家・経営
者のヘアスタイル、服装、話し方などの自己表現
を指南、その変貌ぶりに定評がある。
早稲田大学大学院アジア太平洋研究科経営
学修士（MBA）、学術博士（非言語コミュニケー
ション論）。

株式会社 パーソナルデザイン

うからです。知識だけでなく経験に基づいたプ
レゼンテーションであるかが大きなポイントとな
ります。あなたの知識と経験には価値がありま
す。それを発揮できるかどうかですね。

プレゼンテーションを成功させる
３つのSとは？
　プレゼンテーションの意味は、「表現、提示、
紹介」とあります。ある行動を聴衆に促すこと
が狙うところですね。ビジネス用語として生まれ
ていますから、戦略があってのプレゼンテーショ
ンです。つまり、３つのSのひとつは、Strategy
のSです。そして、そこには物語が必要とされて
います。Storyです。以前、私が勤めていたノエ
ビアという化粧品会社では、ドイツ・シュバルツ
バルトから生まれたという商品ルーツを語るよう
に教わりました。かつ、自分自身がノエビアの
化粧品を使ってみてどんなに肌が変わったか
という自分だけの物語も含めて話すようにとも
いわれました。スピーチが上手な人をストーリー
テラーと呼ぶように、相手に伝えたい思いやコ
ンセプトを想起させるような自分の体験談やエ
ピソードを「物語」として提示して印象づける
手法です。テレビCMを見ていてもそこにいかに
「物語」を描くかが最近では求められているよ
うです。例えば、昭和の時代、車のコマーシャ
ルといえばスタイリッシュに新車が登場すると
いうものが多かった半面、最近のコマーシャル
は家族や友人たちが山や海にでかけ、サーフィ
ンしたりスケボーしたりする映像が流れ、車は
ほんの数秒しか登場しないなんていうCMも多
いですよね。車を売るのではなく、ライフスタイ

ルを売るという視点に変化していますので、とく
にこの「物語」が大切です。
　そして、３つめのSがStateです。日本語で心
身状態と訳しておきましょう。この心身状態は
極めて重要で、プレゼンテーションの土台とい
えます。いくら戦略をしっかり立て、ストーリー性
もばっちり決まっていたとしても、伝えるあなた
の体調が振るわなかったり、やけに自信がない
仕草であったり、場にそぐわない服装であった
りすることで、そのプレゼンテーションが素晴ら
しい結果を生むことは期待できません。

伝える媒体は、あなたという
唯一無二の存在である
　先ほどから述べてきましたが、基本中の基本
は媒体である「あなた自身」です。あなたという
存在は相手の目にどう映っているのか、あなた

の知識や経験がどれだけの価値を相手に提
供できるのか、まるで赤ちゃんのように素直な
心で見返りを求めず、ありのままの自分でそこ
に立っているか。まずは、そこからスタートです。
　真言宗の教えに『身口意』という言葉があ
ります。やること（身）、言うこと（口）、思うこと
（意）の三業を一致させる修行です。つまり、
健康的な身体をつくり、美しい立ち居振る舞い
を心がけ、言葉遣いを整えて初めて、心の中
の状態が整うと説いています。（参考図書：自
分を変える身口意の法則）
　プレゼンテーションのテクニックあれこれを
学ぶ前に、自分自身のStateを磨くこと。そのた
めに、自らの才能・情熱を感じること・強み・人
格・価値・知識・人生の目的の棚卸をお薦めし
ます。さて、どんな自分がそこには見えてくるで
しょうか。次回は、それを踏まえた上で、更なる
プレゼンテーションの極意をお伝えします。

http://www.pdn.jp

あなたの知識と経験、
個性そのもの、人生観
髪形、服装、アクセサリー、
立ち姿勢、表情、振る舞い、
話し方、声、心の状態、

体調、ありのままかどうか など

Strategy（戦略）

Story（物語）

State（心身状態）

プレゼンテーションの土台

プレゼンテーションの３Ｓ
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1.はじめに
特許法では、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発

明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」（特１条）

として、特許権者に発明を公開する代償として一定期間の独占排他権を

認めています。これに対し第三者は公開された発明を利用することがで

き、権利者とこの第三者との切磋琢磨により、産業の発達に寄与できる

とされています。

その上で、「特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したとき

は、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願

公開をしなければならない。」（特６４条）として、現行の日本の制度では

出願された発明を一年六月を経過した後に世に公開することになってい

ます。

今般、世界の知的財産権の重要性が大きくクローズアップされている

ところ、日本では主要国の中で唯一、出願発明を原則的にすべて公開す

る制度を有しています。また国内でなされた発明を外国出願する際に、

最初の出願国として日本に出願させる義務を有していません。こうした中

で世界の趨勢から、現行の出願公開制度や外国出願する際の措置を見

直す機運が高まっていました。

そこで岸田内閣では経済安保政策として有識者会議により審議し、サ

プライチェーン確保などの他の政策と共に特許非公開制度として法制化

することにしました。本議案「経済施策を一体的に講ずることによる安

全保障の確保の推進に関する法律案」は、第２０８回通常国会において

内閣から衆議院へとして付託され、国会で審議の後、可決され、５月１８

日に公布されました。

2.法律の趣旨
国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確

保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を

害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、安全

保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するため、

基本方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策とし

て、所要の制度を創設する。

3.法律の概要［1］

３．基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度（第
３章）

４．先端的な重要技術の開発支援に関する制度（第４章）
５．特許出願の非公開に関する制度（第５章） 安全保障上機

微な発明の特許出願につき、公開や流出を防止するとと
もに、安全保障を損なわずに特許法上の権利を得られる
ようにするため、保全指定をして公開を留保する仕組み
や、外国出願制限等を措置。

（施行期日 公布後６月以内～２年以内（段階的に施行））

※なお、本法案成立の過程では、一～十七項に及ぶ「経済施策を一体

的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案に対

する附帯決議」が付記されています。その中で、特許出願の非公開

に関する制度（第５章）の実施について配慮する旨記載されています。

以下では、特許出願の非公開に関する制度（第５章）について、その

概要を紹介します。［2］

4.特許出願の非公開に関する制度（第５章）

趣旨
特許出願の非公開制度を導入することにより、

・公にすることにより国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそ

れが大きい発明が記載されている特許出願につき、出願公開等の手

続を留保するとともに、その間、必要な情報保全措置を講じること

で、特許手続を通じた機微な技術の公開や情報流出を防止する。

・これまで安全保障上の観点から特許出願を諦めざるを得なかった発

明者に特許法上の権利を受ける途を開く。

以下では特許制度への影響が大きいと思われる事項を紹介します。

この制度は図1の流れにより施行される予定です。

・特許庁で行う第一次審査では「対象技術分野」を指定します。この

分野は国際特許分類［1］又はこれに準じて細分化したものに属する

発明が記載されているとき、所定期間内（特許出願日から３月を超

えない）に内閣府へ送付します。国際特許分類［1］は以下の分類、及

びこれらをさらに細分化した分類があります。
Aセクション 生活必需品　　　Bセクション 処理操作;運輸
Cセクション 化学;冶金　　　Dセクション 繊維;紙
Eセクション 固定構造物
Fセクション 機械工学；照明；加熱；武器；爆破
Gセクション 物理学　　　Hセクション 電気
例えば「F41F5/04」は「F41F（砲身からの発射体または飛しょう体
発射装置）」をさらに細分化した分類で、艦船からの発射装置（例．機

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。今回は、経済安保法案について解説いたします。

いわゆる「経済安保法案」の国会審議について

１．基本方針の策定 等（第１章）
２．重要物資の安定的な供給の確保に関する制度（第２章）
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雷，爆雷用）という分類となります。本法律は安全保障上機微な発明
を対象としますので、武器が対象となると思われますが、民生用にも
使えるデュアルユースの発明の場合は、非公開の対象となる可能性が
あります。

1. 特許出願の非公開に関する基本指針を策定
「政府は、基本方針［2］に基づき、特許法（昭和三十四年法律第

百二十一号）の出願公開の特例に関する措置、同法第三十六条第一項
の規定による特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面に記
載された発明に係る情報の適正管理その他公にすることにより外部
から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずる
おそれが大きい発明に係る情報の流出を防止するための措置に関する
基本指針［3］を定めるものとする。」（第六十五条）
基本方針［2］とは、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保

障の確保の推進に関する基本的な方針」（第二条第一項）であり、以下
の第二条第二項第一号～四号の事項を定めます（カッコ書きは省略）。
一　経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に

関する基本的な事項
二　特定重要物資の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務の

安定的な提供の確保並びに特定重要技術の開発支援及び特許出
願の非公開に関する経済施策の一体的な実施に関する基本的な
事項

三　安全保障の確保に関し、総合的かつ効果的に推進すべき経済施
策に関する基本的な事項

四　前三号に掲げるもののほか、経済施策を一体的に講ずることによ
る安全保障の確保の推進に関し必要な事項
基本指針［3］とは、基本方針に基づいて特許法の出願公開の特例

に関する措置や明細書等に記載された発明に係る情報の適正管理そ
の他についての措置を定めます。

2. 技術分野等によるスクリーニング（第一次審査）
・特許庁は、公にすることにより国家及び国民の安全を損なう事態を
生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術分野（※）に属する発
明が記載されている特許出願を、内閣府に送付

※核技術、先進武器技術等の中から下記３①②の観点を踏まえて絞
り込んだもの

▶第一次・第二次審査中及び保全指定中は、出願公開及び特許査定を留保

3.保全審査（第二次審査）
・「保全審査」（＝発明の情報を保全することが適当と認められるかの
審査）における考慮要素

１．国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれの程度
２．発明を非公開とした場合に産業の発達に及ぼす影響等

▶内閣府は、審査に当たり、国の機関や外部の専門家の協力を得、ま
た、国の関係機関に協議

▶保全指定をする前に、出願人に対し、特許出願を維持するかの意思
確認を実施
（※経済安全保障法制に関する有識者会議「経済安全保障法制に関
する提言」[3]では、次が提言されています。
・非公開の対象となる発明として、公になれば我が国の安全保障が著
しく損なわれるおそれがある発明という観点に加え、経済活動やイ
ノベーションに及ぼす影響を十分考慮するべきこと、変化に応じて
機動的に定められる枠組みとするべきとされています。

・具体的な対象発明のイメージとして、
シングルユース技術：核兵器などの武器の開発につながる技術及び
武器のみに用いられます。
デュアルユース技術：民生用にも使用可能であるため、我が国の産業
界の経済活動や当該技術の研究開発を阻害し、かえって我が国の経
済力や技術的優位性を損ないかねないおそれとの指摘があります。
・発明の選定プロセスは、上記の制度の流れの通りです。

4.保全指定
・「保全対象発明」を指定、出願人に通知（第７０条、第７１条）
※ 指定の期間：１年以内、以後、１年ごとに延長の要否を判断
※ 指定の効果：
　▶出願の取下げ禁止（第７２条）
　▶発明の実施の許可制（第７３条）
　▶発明内容の開示の原則禁止（第７４条）
　▶発明情報の適正管理義務（第７５条）
　▶他の事業者との発明の共有の承認制（第７６条）
　▶外国への出願の禁止（第７８条）

5. 外国出願制限（第一国出願義務）
・日本でした、「対象技術分野」に属する発明については、
　まず日本に出願しなければならないこととする第一国出願義務を規
定（第７７条）

　特許庁に対し、該当するかどうかの事前相談可能（第７９条）

6. 補償
・発明の実施の不許可等により損失を受けた者に対し、通常生ずべき
損失を補償（第８０条）

・善意実施者による通常実施権（第８１条）

7. 罰則
・特許非公開制度、外国出願制限制度に関連するものとして第９２条
～第９７条が挙げられます。

・特に個人のみならず、会社にも罰則が適用されること、日本国外犯に
も適用があることなどに留意すべきです。また、懲役もしくは罰金に
処され、さらにこれらを併科されることもあります。

8.その他
・特許法等の特例（第８２条）、勧告及び改善命令（第８３条）、報告
徴収及び立入検査（第８４条）、送達（第８５条）などがあり、内閣
府令・経済産業省令で定められます。

出典・引用 

監修：特許業務法人ナガトアンドパートナーズ

［1］首相官邸「経済安全保障推進法案の概要」

［2］第208回国会　第37号議案「経済施策を一体的に講ずることによ
る安全保障の確保の推進に関する法律案」

［3］経済安全保障法制に関する有識者会議「経済安全保障法制に関
する提言」

図1　特許出願の流れ



選手権リーダーは弱冠21歳！
ベテランを相手に堂々たる戦いぶり
　2022年の世界ラリー選手権（WRC）は、第5戦イタリアまでを終えて、
TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team（TGR WRT）のカッレ・
ロバンペラ（フィンランド）／ヨンネ・ハルットゥネン（フィンランド）が3連勝を
挙げる好調ぶりを発揮している。ドライバーとコ・ドライバー、そしてマニュ
ファクチャラーズの3選手権で、トヨタ勢がいずれも首位を独走している状
態だ。
　現在選手権のトップを走るロバンペラは、2000年10月1日生まれの
21歳。2020年からTGR WRTに所属し、WRC界で最も勢いのある若手
ドライバーと言えるだろう。すでにキャリアで5度（2022年6月5日時点）の
勝利を挙げており、そのスピードに疑いはない。ちなみに父親のハリ・ロバ

ンペラも元WRCドライバーで、かつて北海道で行われたWRCラリージャ
パンへの参戦経験もあるドライバーだ（2004年はプジョー、2005年は三
菱チームに所属）。
　カッレ・ロバンペラの序盤戦を振り返って特筆すべきは、第2戦から第4
戦まで、キャラクターがまったく異なるラリーで3連勝を挙げている点だ。第
2戦は雪道が舞台となるスウェーデン、第3戦は荒れた舗装路のクロアチ
ア、第4戦は未舗装路のポルトガル──まったく路面状況が異なるなか
で、安定してスピードを発揮することは熟練のドライバーをもってしても至
難の業と言える。
　並み居るベテランと真っ向勝負を展開し、一歩も引くことのないハート
の強さ。冷静に戦況を分析し、最適な戦略を採ることのできるラリー運び。
そして、ここぞという時の爆発的なスピード。21歳の若さでこれらを備えて
いるロバンペラは、将来のチャンピオン候補と言っても過言ではない。わけ

5戦3勝の強さを見せるトヨタ

連載 第４回

FORUM8 RALLY JAPAN
タイトルパートナー記念連載

多種多様なフィールドで争われるWRCで
気鋭の若手が示したスピード
トヨタのロバンペラが序盤戦で3連勝
選手権トップに立ち、シーズン中盤戦に挑む
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1 第5戦イタリア、2021年2月以来の勝利で高 と々ジャンプするオィット・タナック。　
2 21歳とは思えぬ強さとスピードを発揮しているカッレ・ロバンペラ（左からふたり目）。
3 ロバンペラはダストに悩まされながらも快走を見せた。

順位 ドライバー（チーム） 合計得点
1 カッレ・ロバンペラ（トヨタ） 120
2 ティエリー・ヌービル（ヒョンデ） 65
3 オィット・タナック（ヒョンデ） 62
4 クレイグ・ブリーン（フォード） 52
5 勝田貴元（トヨタ） 47
6 エルフィン・エバンス（トヨタ） 39
7 ダニ・ソルド（ヒョンデ） 34
8 セバスチャン・ローブ（フォード） 27
9 ガス・グリーンスミス（フォード） 26
10 セバスチャン・オジエ（トヨタ） 19

※第5戦終了時点

順位 チーム 合計得点
1 トヨタ 200
2 ヒョンデ 161
3 Mスポーツ・フォード 120
4 TGRネクストジェネレーション 53

※第5戦終了時点

2022年WRCドライバーズチャンピオンシップ

2022年WRCマニュファクチャラーズチャンピオンシップ

21
3
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ても第3戦クロアチアと第4戦ポルトガルは、その才能が遺憾なく発揮さ
れたラリーであり、関係者にも大きなインパクトを残した。
　第3戦のクロアチアは、2021年に初めてWRCとして開催されたラ
リー。舗装路ながらアップダウンが激しく、路面のグリップ力も場所によっ
て変化する。また、コーナーの最短距離をとるべく内側の砂利部分を走
る『インカット』によって、路肩部分の砂利が路面に掻き出されるため、コ
ンディションは常に変化し続ける。そうした路面状況の変化について、
多くの選手は21年大会で経験済みであり、それに合わせた対策を練っ
て2022年のラリーに向けた準備を重ねている。一方のロバンペラは、
2021年大会最初のスペシャルステージ（SS）でコースアウトを喫してお
り、この国特有のコンディションを経験することがないまま、2022年大会
に挑まねばならなかった。もちろん車載映像などでコースをチェックしたり、
チームから情報収集することはできても、ラリーのスピードで実際にその道
を走ることで得られる情報量はまったく異なる。
　そのような状況でありながらも、ロバンペラは序盤から好タイムを連発し
てトップに立ち、首位の座を終盤まで維持する強さを見せた。最終SSを前
にして、ヒョンデのオィット・タナック（エストニア）に僅差ながら首位を奪わ

れた際も、続く最終SSで堂々のSSトップタイムをたたき出し、鮮やかな逆
転劇で今シーズン2勝目を獲得してみせたのだった。
　続く第4戦の舞台はポルトガルの未舗装路。通常、WRCでは競技初日
はドライバーズ選手権のランキング上位から順番に走行する。つまりロバ
ンペラが先頭走者を務めるわけだが、グラベル（未舗装路）ラリーにおい
ては一般的に“走行順が前であればあるほどタイムを出しにくい”とされる。
先に走る方が路面に堆積した砂利を掃除する役割を担わなければなら
ず、タイムロスが大きいためだ（ただし雨が降った場合は、多くのクルマが
踏み荒らす前に走行できる利点もある）。
　果たしてポルトガルは完全に乾いた路面でのスタート。誰もが不利を予
想するなか、ロバンペラはクレバーな走りを披露して総合2番手につけ、
勝利を狙える位置で初日を終えた。
「総合2番手は予想外」と、ロバンペラは初日の出来に笑顔を覗かせた。
「自分としてはいい仕事ができたと思います。トラブルを抱えていたクルマが
多く、チームがラフなコンディションに負けないクルマを用意してくれた点も
重要なことだったと思います。路面をクリーニングしながら走るのは本当に
大変でしたが、問題が起こらないように、クレバーに走ることができました」
　2日目以降は出走順が後方になる（上位陣は前日の順位を逆にして行
われる）こともあり、ロバンペラは本来のスピードを発揮。この日の終盤には
トップを行くチームメイトのエルフィン・エバンス（英国）を捉えてトップに浮
上し、最終日も僅差のままリードを守り切って勝利を挙げている。
　ロバンペラは、同じく未舗装路で行われる第5戦イタリアも先頭走者で
スタート。このラリーは路面の砂利がパウダーのように細かく、第4戦ポル
トガルにも増して先頭走者に厳しいラリーと言える。さらに岩が点在し、
気温30度～35度という暑さはドライバーにもクルマにも試練を与える一
戦だ。多くのクルマがクラッシュやトラブルに悩まされるなか、ロバンペラは
リスクを避けて5位でフィニッシュ。選手権ランキングではトップをキープし
て中盤戦に臨む。この第5戦では、大きなトラブルに見舞われることなくラ
リーを走り切ったヒョンデのタナックが今シーズン初勝利を飾っている。
　全13戦で開催される2022年シーズンのWRCは第5戦までを終えて、
いよいよ中盤戦に入る。第6戦ケニア、第7戦エストニア、第8戦フィンラ
ンドはいずれも未舗装路での戦いだが、それぞれのコースの性格は大きく
異なる。ケニアはラフな路面でクルマの信頼性が問われるラリー。2021
年大会も大雨に襲われるシーンがあるなど、天候の急変にも注意が必要
だ。ここでは勝田貴元が自身初の2位表彰台を獲得しており、2022年大
会の活躍に期待がかかる。
　一方のエストニアとフィンランドは、スムーズでハイスピードな路面が特
徴。3次元的にうねる路面は多くのジャンピングスポットを生み、マシンの

2 3

1

1 第3戦クロアチアではカーブ
内側に大きく踏み込む“インカッ
ト”が頻繁に行われ、路肩の砂利
が路面にばらまかれる。難しさを
増す要因のひとつだ。　 2 ヨー
ロッパではコースのすぐ脇で応援
するスタイルも多い。

1 WRCでは、世界各国
様々な風景の中を駆け抜
ける。　 2 第4戦ポルトガ
ル。砂利の多く残る路面は
パワーが路面に伝わりづら
く、操縦性も悪化する。　
3 合間の時間には他
チームのドライバーと談笑
することも。

2
1
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高速安定性と足まわりのセットアップが重要なポイントとなる。フィンランド
に在住する勝田にとっては、言わばホームイベントだ。2021年はコースア
ウトを喫してしまったために納得のいく結果は残せていないが、快走を期待
したい。

第4戦ポルトガルで表彰台目前の4位
力強いラリー運びで強さを見せた勝田
　勝田は、第4戦ポルトガルでは序盤から好ペースを見せて3番手争いを
展開し、ロバンペラによるトップ争いがかすんでしまうほどにラリーを盛り上
げた。中盤以降はリードを保ち、2019年のドイツ以来となるトヨタの表彰
台独占なるかと騒がれたが、最終SSで逆転負けを喫してしまい、4位に終
わっている。ラリー終了後、勝田は次のようにラリーを振り返った。
　「ラリーポルトガルは、今シーズン初の未舗装路ラリーということで、全
員にとってハイブリッドのラリー1車両で戦う初めての未舗装路でした。4
日間を通じてある程度安定した走りができ、競争力のあるタイムを出せた
ステージもありましたが、トップからは離されすぎてしまったステージもあり、
なかなか難しい週末という印象でした。クルマについても大きなトラブルは
なく、安定して良いパフォーマンスを発揮することができていました。それが
好成績につながったのだと思います」
　勝田が順位を争っていた相手は、過去10年以上ラリーポルトガルに参
戦している経験豊富なヒョンデのダニエル・ソルド（スペイン）。最終ステー
ジのコースも知り尽くしており、そうしたベテランの渾身のアタックに、勝田
は対抗しきることができなかった。
「土曜日のデイ3で3番手に上がったのですが、最終的に
2.1秒という差で最終ステージで逆転されてしまい、4番手
となりました。もちろん、表彰台に上りたかった気持ちが大
きいですが……。3位を獲れなかったというのは、自分でも
悔しいですし、それ以上にチームに対して申し訳なかったと
いう感じです。
　ただ、週末を通じて秒差の接戦を展開しながら、フィニッ
シュまでクルマを運ぶことができた点は、自信にもつながり
ました。前戦のクロアチアに比べたら良いパフォーマンスを
見せることができたのはポジティブな部分だと思います。と
は言え、まだペースを上げられるところもありました。どこまで
リスクを負って走るのか、どこまでプッシュできるのか。今後
もそうした部分を見極めながら取り組んでいきたいなと思っ
ています」

　今シーズン、勝田が所属するTOYOTA GAZOO Racing World 
Rally Team NEXT GENERATIONは、マニュファクチャラーズ選手権
に登録している。つまり勝田がポイントを獲得すれば“本家”であるTGR 
WRTの間接的な援護にもなるというわけだ。フィニッシュ後に見せた涙
は、その重責を自覚したうえでシーズンに臨んでいるからこそと言えるだろ
う。本人が言うように、スピードとリスクを見極める力は今後も非常に重要
な意味を持ってくるはずだ。
　続く第5戦サルディニアでは、ペースをつかみ切れず、ラジエターを破損
してしまったことでタイムロス。6位フィニッシュとなったが、「イタリアでは我
慢のラリーでポイントを持ち帰れたこと、クルマをフィニッシュまで運べたこと
は、今後に向けていい要素でした」と、ポジティブな部分を見出している。
2021年大会でキャリアベストの2位を記録したサファリについては、「（昨
年2位の）プレッシャーは感じていません。本当に何が起きるか分からない
ラリーなので、とにかく入念に準備をして、何が起きても対応できるようにし
て挑むことが大切だと思っています。ヨーロッパのラリーとは雰囲気がまっ
たく違いますし、歴史のあるラリーなので楽しみでもあります。サファリの後
に続くエストニアとフィンランドは、自分も得意だと思っているので、良い流
れを作っていきたいです」と、力強く意気込みを語っている。
　ここからの3連戦、勝田にとっては実力を示すチャンスであり正念場と
言える。大きく弾みをつけて、終盤戦、そして最終戦の『フォーラムエイト・ラ
リージャパン』では大きく成長した姿を見せてくれるはずだ。

（執筆：合同会社サンク）

Rd 日程 開催地 路面 ウイナー
1 1/20-23 モンテカルロ T/I セバスチャン・ローブ
2 2/24-27 スウェーデン S カッレ・ロバンペラ
3 4/21-24 クロアチア T カッレ・ロバンペラ
4 5/19-22 ポルトガル G カッレ・ロバンペラ
5 6/2-5 イタリア G オィット・タナック
6 6/23-26 ケニア G 　
7 7/14-17 エストニア G 　
8 8/4-7 フィンランド G 　
9 8/18-21 ベルギー T
10 9/8-11 ギリシャ G
11 9/29-10/2 ニュージーランド G
12 10/20-23 スペイン T
13 11/10-13 日本 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

2022年世界ラリー選手権 開催予定カレンダー

2

31

1 第4戦の3位争いを制した
ダニ・ソルドが勝田貴元に駆け
寄り、健闘を讃えあう。観客も
ふたりに大喝采。　 2 ソルド
自身も苦労を重ねながらトップ
まで登り詰めた。　 3 成長を
重ねる勝田。11月の凱旋が楽
しみだ。
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■JVCケンウッド／デジタルルームミラー型ドライブレコーダー

JVCケンウッドは、ケンウッドブランドより、「彩速ナビ」と連携できる

11型IPS液晶採用デジタルルームミラー型ドライブレコーダー「DRVー

EMN5700」を3月下旬より発売する。同機は、同社製AVナビゲーション

システム「彩速ナビ（TYPE S）」シリーズの2022年モデル（全4モデル、3

日同時発表）と連携が可能なデジタルルームミラー型ドライブレコーダ

ー。ナビ本体の高精度自車位置情報を活用した測位記録が可能。ナビ

画面のタッチ操作による各種映像表示にも対応し、ナビの大画面で録

画映像の確認ができる。また、前後2カメラとも暗視撮影に強い高感度

CMOSセンサー「STARVISTM」を搭載し、夜間やトンネル内での暗い

シーンでも明るく鮮明な撮影が可能。近年、急拡大するドライブレコー

ダー市場では、運転中の映像を録画できるだけではなく、荷物や車体

などで生じる後方の死角が少なく、後方確認時の視界が格段に向上す

るデジタルルームミラー型ドライブレコーダーの需要が高まっている。

同社では2021年より、スタンドアローン型のデジタルルームミラー型ド

ライブレコーダーを発売し好評を得ているが、今回、発売する新モデル

「DRVーEMN5700」は、同社が展開するAVナビゲーションシステム「彩

速ナビ（TYPE S）」シリーズ2022年モデル（全4モデル、3日同時発表）と

の連携を可能にするもの。

ナビのGPSや各種同機で録画中の映像をPIP（ピクチャーインピクチ

ャー）で再生可能。ナビの画面で、同機の録画映像を再生しながら、地

図上の自車の走行位置や走行軌跡を同時に確認することができる。ま

た、同機の録画映像を拡大して表示することも可能。ドライブレコーダ

ーとしては、前後2カメラとも暗所の撮影に強い高感度CMOSセンサー

「STARVIS」を搭載。夜間やトンネル内などをはじめ、暗いシーンでも

明るく鮮明な撮影が可能である。ハンドルから手を放さずに録画を開

始できる音声コマンド機能や、最長約10時間の駐車監視録画などにも

対応している。（2022.3.7／5面）

■国交省／自動運航船“安全ガイドライン”策定

国土交通省海事局は、自動運航船の実用化へ向けた安全ガイドライ

ンを策定した。2025年までの自動運航船の実用化を目指し、自動運航船

の安全確保に関し、設計、システム搭載、運航の各段階における留意事

項等を取りまとめたガイドラインを策定したもので、海運事業者による自

動運航船の開発・実用化を一層促進するとした。

近年、海上安全の一層の向上、船上の労働環境改善、産業競争力の

向上・生産性の向上の観点から、船舶の自動運航技術の実用化への期

待が高まっている。国土交通省では、2018年に自動運航船の実用化に向

けて技術開発と基準・制度見直しの大枠を示したロードマップを策定・

公表しており、陸上からの操船やAI（人口知能）等による行動提案で最

終的な意思決定者である船員をサポートする「フェーズⅡ自動運航船」

を2025年までに実用化することを当面の目標としている。この目標に向

け、国土交通省は、2018年より自動運航船の実証事業を実施し、2020年

12月に、実証事業で得られた知見も踏まえて、自動運航船の設計段階に

おいて留意すべき事項等をまとめた「自動運航船の安全設計ガイドライ

ン」を公表した。今般、同ガイドラインの内容をアップデートするととも

に、自動運航システムの搭載、運航段階において留意すべき事項等を追

加し、これを「自動運航船に関する安全ガイドライン」として新たに公表

したもので、これにより、事業者による自動運航船の開発が一層促進さ

れ、自動運航船の実用化に繋がることが期待される。（2022.3.28／2面）

■シャープ／8K文化財鑑賞ソリューション

シャープの「8K文化財鑑賞ソリューション」の展示が、愛知県陶磁美

術館（愛知県瀬戸市）本館2階第3展示室において、3月15日より開始し

た。同ソリューションは、東京国立博物館や愛知県陶磁美術館での公

開実績がある「ふれる・まわせる 名茶碗」に、新たに3作品を加えた6

種類の名茶碗を収録したもの。今回の展示では、形状や重さ、手触りま

でを再現した茶碗型コントローラーを、6作品すべてに用意。鑑賞した

い茶碗のコントローラーを手にとると、70V型8Kディスプレイの画面に

茶碗が映し出す。コントローラーを前後に動かしたり、回転させたりす

ると、画面上の茶碗の8K3DCGも連動し、拡大・縮小、回転する。コント

ローラーの重さを感じたり、触感を楽しんだりしながら、画面では表面

の微細な模様や質感をじっくりと鑑賞することができ、各茶碗の持つ

魅力を存分に味わえる。また今般、見る角度や光の当たり方によって色

が変化する構造色を、8Kの3DCGで表現する手法を新たに開発した。

収録作品のひとつである重要文化財「油滴天目」（九州国立博物館蔵）

で、構造色を含む美しい茶碗の色合いを鑑賞できる。（2022.4.1／5面）

■NEC通信システム／3Dセンサを活用して特定エリアへの物体

侵入を検知

NEC通信システム（東京都港区、佐藤崇代表取締役執行役員社長）

は、3Dセンサを活用した「NEC3次元物体検知ソフトウェア」を発売し

た。本ソフトウェアは、RGBカメラに比べ、夜間・荒天等の悪条件下で

も使用できる3Dセンサから3D深度（距離）情報を取得し、同社独自の

空間認識の物体検知技術で分析することにより、特定のエリアに侵入

した人や車両などの物体を検知する。重機などが作業している工事現

場などにおいて、作業員が危険なエリアに入ったことを検知してランプ・

警告音などにより危険を知らせることで、作業員の安全を確保できる。

また、オフィスなどの場所に何人が滞在しているかのカウントもできる

ため、混雑度合いの把握にも活用できる。

特長は次の通り。①立体的に監視エリアの設定が可能＝線や面での

監視ではなく、3次元の立体的なエリア内を監視できる。エリア内にあ

る人やモノの検知や人数カウントなどの機能に加えて、検知した物体の

大きさ、サイズ、検知位置などの情報を高精度に特定、出力できる。②

複数のエリアの同時監視、監視時間帯の設定が可能＝1台の3Dセンサ

で撮影した空間内に複数のエリアを設定し、同時に監視できる。また、

24時間の常時監視のほかに、エリアごとに監視したい時間帯を指定し

た効率的な監視も可能だ。③夜間などの暗い場所でも照明なしで監視

が可能＝RGBカメラと異なり、暗所でも監視が可能な3Dセンサを使用

しているため、夜間や雨など悪条件下でも、工事現場における危険エリ

アへの作業員立ち入りの監視などで利用できる。（2022.4.25／2面）

電波タイムズダイジェストVol.31　2022.03～2022.05
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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SDGs

■クラウド化のメリット
製品やサービスのクラウド化によるメリットには、移動エネルギー

抑制など効率的なエネルギー使用による炭素排出量の低減に加え

て、運用者のセキュリティ対応やマシン環境整備における負担軽減な

ど、働き方改善への貢献も挙げられます。また、クラウドでアクセス

できる製品が増えることで、社会のあらゆる分野における多様な利用

者に配慮したサービスの提供にもつながります。これらは、「7．エネ

ルギーをみんなに そしてクリーンに」、「8．働きがいも経済成長も」、

「9．産業と技術革新の基盤をつくろう」、「13．気候変動に具体的な

対策を」など、SDGsの様々な目標実現に貢献します。

フォーラムエイトは、VR/CG、FEM解析、CADを中心としたソフト

ウェア開発に加えて、これらの製品やサービスが場所や時間といった

様々な制約に関わらず広く利用できるよう、自社開発の既存製品の

クラウド化を進めると同時に、受託開発の「クラウド基盤開発サービ

ス」「サブスクリプション基盤開発サービス」も提供しています。

■クラウド基盤開発サービスと適用例
ソフトウェア開発では、コンポーネントやソースコードの再利用が

品質と生産性向上に結びつきます。弊社のクラウド基盤開発サービ

スでは、業界最先端かつ信頼性の高い技術とライブラリにより、フ

レームワークの信頼性・保守性を実現すると共に、初期コスト、展開・

メンテナンスのコストを最小限に抑えて、持続可能なサービスの開発

が実現します。

クラウド基盤開発サービスでは、BCP支援アプリや非常時連絡ア

プリなどの災害時に役立つGISデータ連携ツールや、グループウェア

を中心とした業務・経営管理効率化を図るクラウド型ERPシステムな

ど、安全・安心でより快適な社会の構築を支える様々なクラウドアプ

リの適用例があります。

この中で、弊社の土木設計計算ソフトUC-1シリーズ製品をクラウド

アプリ化した「UC-1 Cloud自動設計シリーズ」では、BOX、擁壁、土

留め工がリリースされています。マルチプラットフォームデバイス対応

で、最小限の条件入力で自動設計が行える他、自動配筋、数量算出

に対応し、数量算出結果の積算ソフト連携、工事情報のスイート建設

会計との連携など、設計業務を大幅に効率化します。

弊社では、サスティナブルな環境構築という理念の基、クラウド開

発の研究調査を積み重ねています。今後も、企業活動全般を通して

いっそうSDGsに貢献できるよう、鋭意努力を重ねていきます。

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

第10回

第10回 クラウド技術でSDGsを推進

ソフトウエア開発では、コンポーネントやソース

コードの再利用により、品質と生産性向上が実現

UC-1 CloudはWebAPIとしてマルチプラットフォームで利用可能

ポ Webによるライセンス認証管理を行うことで柔軟

な期間ライセンスや手続きの処理をサポート

デ
ー
タ 

エ
ク
ス
ポ
ー
ト

外出先外出先 会社内会社内

計算 データ

リトライリトライ

詳細
設計

自動
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UC-1シリーズ
と連携

Auto Series



キャンペーンの
詳細はこちら

さらに抽選に漏れた方の中から100名様にFPBポイント10,000ポイントプレゼント！100名様

WRCオフィシャルグッズ
プレゼント

フォーラムエイトラリージャパン
観戦ご招待

6 名様

17名様
計

FORUM8
オリジナルPC

　スイートゲーム
プログラミングPC
または　スイート
法人会計モバイ
ルPCからどちら
か1つをお選びい
ただけます

5名様 5名様

2名様 2名様 3名様

3 名様

大宮アルディージャ
オフィシャルユニフォームプレゼント

6 名様
計

35名様
計FPB人気景品

　ぐーももファーム
無農薬・季節野菜
のお取り寄せ（6回分）

　合同会社 菜の花ステーション
ロハスオイルセット
（なたね油2本、
　エゴマ油1本）

Global Engineering Software Company

www.forum8.co.jp

¥1000

3名様

RallyJapan記念
図書カード
（500円分）

35周年記念
図書カード
（1,000円分） 15名様

さらに、A～Eの
抽選に漏れた
方の中から

���������	�
����

20名様
¥500

15名様

RallyJapanオフィシャルグッズ
プレゼント

8 名様
計

プレゼント

4名様 4名様

ポロシャツ1 Tシャツ2

スウェット3 フーディー4 キャップ5

ポーチ1 ポンチョ2

1 2

1

2

1

2

3名様

2022年7月1日金～8月31日水
キャンペーン期間

弊社製品またはサービスを100,000円以上購入していただいた方が対象です。当選者はU&C10月号およびHPにて発表いたします。

100万ポイント還元

SUMMER PRESENT CAMPAIGN
フォーラムエイト35周年記念キャンペーン第2弾

2022年11月10日（木）～13日（日）
愛知県岡崎市、愛知県豊田市
愛知県新城市、愛知県設楽町
岐阜県恵那市、岐阜県中津川市

開催日程

開催地

VENTUSオーセンティックユニフォーム
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広報・HPアンケートご協力のお願い

■ユーザ情報ページアクセス方法

フォーラムエイトHPトップ ユーザ情報ページ

ユーザコード・
パスワード
入力

※ユーザコードまたはパスワードが不明な場合は、お手数ですが
　弊社営業窓口（0120-1888-58）までお問い合わせください。

WEBアンケートはこちら ＞＞　ユーザ情報ページ
https://www2.forum8.co.jp/scripts/f8uinf.dll/login

図書カード 500 円分 または
FPB 1,000 ポイント プレゼント
締切：2022年8月31日（水）

ログインを
クリック

この度、読者の皆様より広くご意見・ご要望を承り、今後の企画の参考とさせて

いただくため、本誌記事・広告についてのアンケート及び、HP・SNS 等のWeb

サービスについてのアンケートを実施することとなりました。

より高品質な製品や充実したサービスをご提供して参りますので、よろしくお願

いいたします。アンケートにご回答いただいた方には、ささやかな特典をご用意

しております。

上記URLまたはフォーラムエイトHPトップよりユーザ情報ページにアクセスい

ただき、WEBからもご回答いただけます。

特典

IT導入補助金2022のご案内　

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。フォーラムエイトは「認定情報処理支援機関」の認定を
取得しており、交付審査で必要、あるいは有利になるツール・規格の利用
も含め、みなさまの補助金申請をサポートします。

申請にあたっての詳細な情報は、右上のQRコードをご参照ください。

詳細はこちら ＞＞　「IT導入補助金 2022」のご案内
https://www.forum8.co.jp/topic/it-support.htm

※交付決定の連絡が届く前に発注・契約・支払い等を行った場合は、補助金の交付を受けることができません。
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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

130,972
（2022年6月16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.92-93）

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/

INFORMATIONINFORMATIONNNNNNFFFFFFOOOOOOORRRRRRMMMMMMMAAAAAATTTTTIIIIOOOOOOONNNNNNNNNNNNNFFFFFOOOOOOORRRRRRRMMMMMMMAAAATTTTIIIIOOOOOOONNNNNNN営業窓口のお知らせ／ FPBからのご案内
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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。

VR推進協議会オープンセミナー 大阪　開催レポート

日時：2022年6月15日（水）14:00～　　会場：OAPタワー24Ｆ

「万博活用戦略とDXについて」

“Let’s Begin”　2025年に大阪市の夢洲地区で開催される大阪万博。会

期終了後も、万博が経済にいい影響を与え、未来に引き継いでゆくレガシー

となるよう準備が進められています。関西地域発の新たなサービス・コンテ

ンツの開発と発信、ブランド化・誘客などによる活性化、万博とシンクロし

たイベントなど、会場外で生まれるサブイベント等のアクティビティにも期待

がかかります。万博開催のパワーを活用したイノベーション創出・加速化に

向けた近畿経済産業局の戦略、取り組みを紹介いただきました。

また、企業はデジタル技術を活用し、組織やビジネスモデルを変革し続

け、競争の優位性を確保していくことが求められています。残念ながら日本

のDXはアメリカなどに比べて遅れています。「企業文化・社内マインドの変

革」、「全社で戦略を策定」、「人材育成・推進体制の整備」など、経営に係

るトランスフォーメーションが不可欠であると説きます。「単にシステムを電

子化することがDXではなく、組織を横断、今いる場所ではない外の人とデ

ジタルでつながり、共創することが大切」。“さぁ、はじめよう”

経済産業省 近畿経済産業局
2025NEXT関西企画室長補佐　石原 康行 氏 、次世代産業・情報政策課長　黒木 啓良 氏

「建築・都市分野のXR・AI活用による地方創生・国土強靭化・DX」

DX（デジタルトランスフォーメーション）に対する人々の意識は、地方創

生・国土強靭化においても例外ではなく、新型コロナウィルスの影響で加

速しています。水木しげるロードVR、丹後国分寺五重塔復活ARなどの実

践プロジェクトや、AI・ドローン・デジタルツイン・遠隔会議とXRを融合さ

せた研究開発プロジェクトなど、研究チームで取り組んできた具体的事例

でXR／AI活用による地方創生・国土強靭化・DXをわかりやすく解説。プロ

ジェクト形成のプロセス、限界を超えたところにあるアイデア、その実現方

法は、都市をデザインすることだけではなく、人が創り上げるものすべてに

当てはめることができます。デジタル技術を活用した研究で近未来を展望

しました。

大阪大学大学院 工学研究科 准教授　福田 知弘 氏

VR推進協議会では、VRデータのオープン化や共通基盤作りの体制を官民挙げて推進する

ことを目的として、オープンセミナーを主催しています。第1回は2018年6月に北海道で、第2回

は2019年4月に秋田で、いずれも法人会員であるフォーラムエイトの協賛により催しました。

第3回となる今回のオープンセミナーは、本年で設立35周年を迎えたフォーラムエイトが、記

念事業の一環として協賛し、2022年6月15日に大阪で開催いたしました。
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〒108-6021　東京都港区港南2-15-1　品川インターシティＡ棟21階
TEL：03-6711-1973　FAX：03-6894-3888　
E-Mail: vrp＠vrp.or.jp

当会の趣旨に賛同し、会の活動に参加、協力していただ

ける会員を募集しています。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。HPの申し込みフォームにて必

要事項を入力の上、お申し込みください。

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

COVID-19 パンデミックは、私たちを近未来へ向かう特急列車「テレプ

レゼンス」に有無を言わさず乗車させました。その結果、遠くにいる人の存

在（プレゼンス）を身近に感じ、対話（インタラクト）できることの重要性、

「テレプレゼンス」の価値を日々のリモートーワークの中で実感できるよう

になりました。「Zoom」 が私たちの日常会話の一般動詞になり、「会う」

ことは Zoom あるいは対面 (Face-to-Face) の二つのオプションを意味す

る言葉になりました。リアル＆バーチャルをハイブリッドに使いこなすこと

がポストコロナの新しい標準になり、大事なポイントといえます。 

石井氏が、2020年から研究を開始した、「テレプレゼンス」を超越する

「テレアブセンス」、もうこの世にいなくなった愛する人たちに話しかける

というビジョンを、動画を使ってご紹介。最先端の研究においても「人の存

在」が重要な役割を果たしています。

「テレプレゼンス＆テレアブセンス；VRの未来」 ”TelePresence & TeleAbsence: The Future of VR”

MITメディアラボ副所長　石井 裕 氏

福田先生と石井氏の対談では、異なる4つの講演において、“人と人のつ

ながり”という共通テーマがあったことに言及。バーチャルとリアル、デジタ

ルとアナログ。いずれにおいても土台となるのは、“人“であり、未来の新しい

アイデアも“人“が創るということを共有しました。「コネクトピープル」は、未

来の展示会である「万博」において、次の新しいシンボリックなものを生み

出すキーワードのひとつ。

VRに集い、語り合う。組織を横断し、共存し、共創する新しい時代への

真っ只中にいることを知り、ワクワクするエキサイティングなセミナーになり

ました。

特別対談　石井 裕 氏 × 福田 知弘 氏

セミナー終了後には、同じOAPタワー階下のレストランにてささやかな

懇親会が行われました。当日は梅雨入りもあってあいにくの雨模様でした

が、講演者および関係者の皆様、また、近畿地域を中心とした多数のセミ

ナー参加者の皆様にご出席いただきました。乾杯の音頭は講演者の大阪

大学 福田知弘先生に取っていただき、歓談の時間中はご講演についての

話題や活発な情報交換が交わされ、盛況となりました。

懇親会
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最先端表現技術利用推進協会主催
The 5th Hagura Award

第5回

2022年7月4日（月） フォーラムエイト東京本社
セミナールーム

2022年11月18日（金）
第16回 FORUM8デザインフェスティバル2022

品川インターシティホール
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未来を可視化する
⻑⾕川章のアート眼

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。

vol.16

Jaguara at the Biennial of The Americas 2019

2019 年 9月 28日に USAデンバーシビックセンターパークで開催されました

CósmicoAmericas で特集されるデジタルライトプロジェクションコズミックメッセンジャーのジャガーは、

熱帯雨林の強力なメッセンジャーであるジャガーの深い象徴性と力強い精神に触発された、軽い彫刻と舞台です。

アメリカのジャングルの守護者として、ジャガーは私たちの先祖の知恵を体現しています。

ジャグアラは、9月 23日から27日までデンバーのシビックセンターパークに、プロジェクションマッピングの創始者である

日本のデジタルアーティスト長谷川章による宇宙の地球のノイズにインスピレーションを得た

デジタルプロジェクションを伴う光の彫刻として展示されました。



DKFORUM
デジタル掛軸×FORUM8

タイアップ企画

イベント開催報告掲載中!

▲映像：DK Digital Kakejiku Live with JAGUARA
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Akira  HasegawakAkiAkirAkirAkir Ha Ha Ha  Hasegasegasegawaawaawa

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。

夜明けまたは夕日の移ろいを捉えるDKライブ。        

DK は、ギリシャパルテノン神殿のアクロポリスやその他の多くの国の世界遺産をはじめ、

過去10 年間で 450 か所にインストールされました。 

2019 年ビエンナーレオブアメリカズでは、ジャグアラがアキラを特別ゲストとして招待し、

過去 24 年間に日本から直接作成された100 万枚以上の画像を使用して、彼の美しい DK プロジェクトを

ライブストリーミングしました。

ジャグアラの公園でのインスタレーションの一環として、アキラの美しいアートワークを持っていることを

非常に光栄に思います。

私たちの意図は、世界中の市民に熱帯雨林を保護することの重要性と、これが私たちの将来との関連性を認識する

よう呼びかけることです。

故郷の惑星地球。アメリカのビエンナーレでアキラを迎えられたとは、この重要なメッセージを美しく強力な方法で現代社会に

もたらすための大陸間のコラボレーションについての素晴らしい贈り物とメッセージとなった。   

Jaguara at the Biennial of The Americas 2019 の主催者からこのようなのメッセージをいただきました。

64K のデジタル映像をあえて日本から配信した事については、将来地球全土ひとまわりをデジタル掛軸で光らせることの

実証実験でもあった訳です。この実験にあたっては FORUM8 社の技術提供に感謝申し上げます。



FPB景品
カタログ
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。
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先端グラフィックス
言語入門

超スマート社会の
ためのシステム開発

2020 日本語版／英語版

Shade3D公式ガイドブック

  日本酒
「愛してる」シリーズ

③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

あんしんの殿堂
防災館

法人会員 120,000pt
個人会員 18,000pt

1,500円   　1,800pt
500円  　　 600pt

3,000円  　3,500pt
10,000円  11,500pt

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

1500円分  1,800pt

横浜公演（脇・中席）5,000pt
東京公演（脇・中席）5,500pt

横浜公演（正面席）6,500pt
東京公演（正面席）7,500pt

鎌倉公演 5,000pt

【Ⅱ】1,280pt
【Ⅰ】1,760pt

最先端表現技術
利用推進協会 年会費

  出版書籍

その他

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

有限要素法よもやま話

著者：石河 和喜
FORUM8パブリッシング

著者：原田 義明
FORUM8パブリッシング

2,560pt 2,240pt

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

著者：三瀬 敏朗
FORUM8パブリッシング 著者：Shade3D開発グループ

3D技術が
一番わかる

1,900pt

著者：町田 聡
技術評論社

  行動、安全、文化、
「BeSeCu」

2,200pt

著者：エドウィン・R・ガリア
FORUM8
パブリッシング

①新版 地盤FEM解析入門 1,900pt

1,500pt

2,000pt

②都市の地震防災 1,300pt

都市の洪水リスク解析

1,900pt

著者：守田 優
FORUM8
パブリッシング

地下水は語る
-見えない資源の危機

700pt

著者：守田 優
岩波書店

楽天ポイントギフトカード

Amazonギフトカード券
（Eメールタイプ）

フォーラムエイト
オリジナル図書カード

3DAY非常食セット

「能を知る会」入場券

著者：安福 健祐 他
FORUM8パブリッシング

環境アセス&
VRクラウド

2,240pt

著者：傘木 宏夫
FORUM8
パブリッシング

VRで学ぶ情報工学 VRで学ぶ橋梁工学
VRで学ぶ舗装工学 VRで学ぶ道路工学

著者：稲垣 竜興　FORUM8パブリッシング 著者：太田 幸夫
FORUM8パブリッシング

著者：阿部 忠行／稲垣 竜興　建通図書

各2,240pt

各3,040pt 各2,000pt 各2,800pt

800pt

2,500pt
800pt

1,160pt 9,500pt
2,360pt

①プログラミング入門
②エンジニアのためのLibreOffice入門

①ドライ
②スパークリング

③Androidプログラミング入門
3,500pt

2,600pt
2,700pt

①漫画で学ぶ舗装工学 各種の舗装編

②漫画で学ぶ舗装工学 基礎編

③漫画で学ぶ舗装工学 新しい性能を求めて

3,200pt
3,300pt

1,200pt
1,440pt

①VRインパクト　著者：伊藤 裕二　ダイヤモンド・ビジネス企画
②夢のVR世紀　著者：川田 宏之　監修：福田 知弘　PJ総合研究所
③VR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　エクスナレッジ
④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

① ② ③

安全安心のピクトグラム
避難誘導サイントータルシステム

① ② ③

① ② ③

④

ICTグローバル
コラボレーション
の薦め

600pt

著者：川村 敏郎
FORUM8
パブリッシング

① ②

フォーラムエイトが広げる
BIM/CIMワールド
【増補改訂版】
著者：家入 龍太
編著：フォーラムエイト

都市と建築のブログ

著者：福田 知弘

電子版   1,900pt
通常版 2,000pt

PICK UP!

電子版

NEW!

①
②

① ②

2,240pt

① ② ③
著者：蔡 飛
FORUM8
パブリッシング

2022 forビギナーズ

82,000pt
6,900pt

PowerFilm Inc

ソーラーチャージャー 60W
ソーラーチャージャー USB

あんしんの殿堂
防災館

3DAY非常食セット

9,500pt

都市の地震防災

1,300pt

  行動、安全、文化、
「BeSeCu」

2,200pt

都市の洪水
リスク解析

1,900pt
著者：吉川 弘道 著者：エドウィン・R・ガリア 著者：守田 優
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おそばで家呑みセット

※発送時期：6月～12月

32GB 1,420pt
16GB 1,400pt

法人 360,000pt
個人 50,000pt

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

「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 合同会社 菜の花ステーション

5,000pt

甲州ワインビーフカレー（中辛）

LED電球

小林牧場甲州ワインビーフ

3,600pt

谷櫻酒造の
純米吟醸 粒粒辛苦

2,300pt

8,000pt

OA機器・
PC関連

1,800pt

電源タップ
エレコム（株）

730pt

USBハブ
（株）バッファロー

2,120pt

関数電卓
カシオ計算機（株）

23型マルチタッチパネル
液晶ディスプレイ

43,000pt

iiyama

ディスプレイ切替器

2,400pt

サンワサプライ（株）

ウッドプラスチック製
敷板 Wボード

自然と健康の会
年会費

26,000pt

(株)ウッドプラスチック
テクノロジー

各6,000pt

16TB 138,000pt
47,600pt

8,100pt

12TB 86,100pt

中 5,000pt
大 7,600pt

①外付けハードディスク （株）バッファロー

②LAN接続型ハードディスク8TB （株）バッファロー
7,400pt③ポータブルハードディスク1TB （株）アイ・オー・データ機器

④フラッシュメモリドライブ（SSD）500GB　crucial

①無農薬・季節野菜の詰め合わせセット

46,500pt②無農薬・季節野菜のお取り寄せ（6回分）

2,470pt

810pt

61,000pt

5,400pt

①USBフラッシュメモリ 512GB　Kingston

②USBフラッシュメモリ 256GB　Kingston

1,800pt

①microSDHCカード
 （株）トラセンド・ジャパン

②microSDXCカード 128GB　Team

③USBフラッシュメモリ 128GB　サンディスク

④USBフラッシュメモリ 16GB　シリコンパワー

3,040pt
3,900pt

5,400pt

82,000pt
6,900pt

①竹製キーボード　フューチャーインタストリーズ（株）
②ボールペン型USBメモリ 8GB　フューチャーインタストリーズ（株）

①風穴 兄妹セット 「信州美麻 そばおどかし」「菜の華」
②菜の花 姉妹セット 「美麻高原菜の花オイル」「菜の華」

ぐーももファーム

パナソニック（株）

ぐーももファーム各26,000pt

①無農薬野菜作り体験セット 野菜コース
②無農薬野菜作り体験セット ハーブコース

PowerFilm Inc

①ソーラーチャージャー 60W
②ソーラーチャージャー USB

③ゴルフ・キャディバッグペン立て　Bluebonnet

1,700pt

1,800pt

920pt

1,090pt

①電球色（485lm　E26口金）

②昼光色（485lm　E26口金）

③昼光色（370lm　E17口金）

④電球色（450lm　E17口金）

56,100pt
50,400pt

73,600pt
36,000pt

①コードレスクリーナ　dyson
②扇風機タワーファン　dyson
③ファンヒーター 空気清浄機能付　dyson
④空気清浄機能付 テーブルファン　dyson

37,300pt⑤ルンバ（e5）　dyson

10,100pt⑪Echo Show 5　Amazon

16,600pt  ⑥体組成計インナースキャンデュアル　TANITA

21,200pt

6,300pt
19,900pt

⑦めざましカーテン　Robit
⑧セサミスマートロック　Candy House
⑨Qrio Lock　Qrio

6,900pt⑩MaBeee　NOBARS

①

②

②

③

④

④

①
③ ④ ⑤

⑥

⑦

⑧

⑪

⑩⑨

① ②

② ③

ECO関連

②

①

②①

②① ②①

②①

①

①

② ③ ④

③

①

④空
⑤ル
⑥体

②

pt
コード
扇風機
ファン

③③

①
①コ
②扇
③フ
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連載

GOOD MOVIE HUNTING VOL.11

　U&C130号で取り上げた「インフラ映画」が予想以上の
人気を博し、アンケートでも激励のお言葉を沢山頂きまし
た。インフラ映画が単発で終わってしまっては勿体ないと感
じ、今回は「インフラ映画シリーズ」として継続的に紹介でき
ればと考えております。
　今回は「橋」映画特集です。映像作家達が橋に込めた独特
の意味合いや役割を知ることで、普段とは違った橋の見方
が生まれれば幸いです。

タイトルに「橋」が付いている映画

人と人とのつながり、戦争の愚かさを橋で伝える

「戦場にかける橋」
戦争映画の金字塔として名高い本作は、第二次世界大

戦時のビルマとタイの国境付近が舞台です。当時日本軍
が占領していたこの土地にイギリス軍が捕虜として集めら
れ、軍事用の橋建造を命じられます。偶然にもイギリス軍の
中に技術士がおり、日本側の技術士と最初は対立しながら
も、一つの橋を作るという目標で結託し友好を深めていき
ます。
　普段なら敵同士である関係を、橋が見事につなぎます。
果たして無事に橋は建造されるのか、衝撃のラストは戦争
の愚かさを伝えているのでしょうか？あなた自身の目で確
認してください！

「戦場にかける橋」　1957年製作　アメリカ映画　上映時間：155分
監督：デビッド・リーン　出演:アレック・ギネス、早川雪舟　
見所：人と人とのつながり、そして戦争の愚かさを橋で見事に表現！

一進一退の攻防を橋で表現

 「遠すぎた橋」
「戦場にかける橋」と同じく、第二次世界大戦が舞台。ノルマ

ンディ上陸作戦の後のオランダが舞台で、ベルリンに向けて
進軍する英・米の連合軍を描いた戦争映画です。実際の戦争
で行われた「マーケット・ガーデン作戦」を元にしており、オラン
ダ国内に架かる複数の橋を奪取することを目的とした作戦
です。
　橋に到達するたびに訪れる一進一退の攻防の連続。歴史的
知識が必要な映画ですが、橋によって戦闘シーンが直線的に
なり、分かりやすくなっています。ここまで橋が主戦場となる
映画も珍しいのではないでしょうか。

「遠すぎた橋」　1977年製作　イギリス映画　上映時間：175分　
監督：リチャード・アッテンボロー　出演:ロバート・レッドフォード、ジー
ン・ハックマン　見所：一進一退の攻防を、橋で見事に表現！

時空間の制御に橋を活用
「21ブリッジ」
　「アベンジャーズ」シリーズで有名なルッソ兄弟が製作し、
同シリーズの「ブラックパンサー」で注目を浴びながらも43
歳の若さで亡くなったチャドウィック・ボーズマンの遺作。NY

Photo taken by User:Mjanich in mid 2004 with a Sony DSC-707.
「戦場にかける橋」で舞台となったタイのクウェー橋
映画では捕虜が木製の橋を架ける

インフラ映画シリーズ   「橋」映画特集！
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のマンハッタン島で8人の警官殺しが発生し、犯人を捕まえる
ためマンハッタンに架かる21もの橋を封鎖。お台場の警察が
舞台となった某邦画とは比べ物にならない規模です！ 橋の封
鎖によって、①マンハッタン内に空間を限定、②橋が封鎖解
除される午前5時までに時間を限定することに成功し、橋に
よって物語の時空間を制御する機能を持たせています。

「21ブリッジ」　2019年製作　アメリカ映画　上映時間：99分
監督：ブライアン・カーク　出演：チャドウィック・ボーズマンほか
見所：70年代の社会派アクション映画！色気漂うマンハッタン橋は必見！

命の架け橋となったベルリンの橋

 「ブリッジオブスパイ」
スピルバーグ監督の隠れた名作！米ソ冷戦下、ソ連のスパ
イの弁護人を引き受けた実際のアメリカ人弁護士をトム・ハン
クスが演じます。どう弁護しても極刑を免れない状況の中、ソ
連でアメリカ人のスパイが捕まります。すると、互いのスパイ
を、東西ベルリンを繋ぐ橋で交換する展開に。
ドイツのハーフェル川に架かるグリーニッケ橋が舞台であ
り、地理的特性上スパイの交換場所として使用されていまし
た。単に東西ベルリンを行き来する交通の要所だけではな
く、橋が命の架け橋となったのです。

「ブリッジオブスパイ」　2015年製作  アメリカ映画  上映時間：142分 
監督：スティーブン・スピルバーグ　出演：トム・ハンクスほか
見所：東西ベルリンを繋ぐ一つの橋で繰り広げられる命がけの交渉！

吊り橋を舞台にした映画

こんなに怖い橋を見たことがない

 「恐怖の報酬（1977）」
全世界を恐怖に陥れたあの「エクソシスト」の監督による、

100億円を投じた超大作！南米を舞台に、ニトログリセリンを
積んだトラックを運転する仕事を引き受けた主人公たち。少
しの揺れでも大爆発を引き起こす超危険運転ムービーです！
中でも、件のトラックが吊り橋を渡るシーンが有名。暴風雨
で視界不良かつ明らかな重量オーバーによって、トラックは
吊り橋に立ち往生。吊り橋の耐久性、揺れやすい特性を活か
し、固唾を呑むような緊迫シーンを作り上げました！こんな恐
ろしい吊り橋は見たことありません！

吊り橋の揺れが心の動きにリンクする

「ゆれる」
「万引き家族」の是枝裕和の教え子である西川美和監督に
よる傑作。オダギリ・ジョー（弟）と香川照之（兄）の兄弟、そし
て知人の真木よう子の3人は、魚沼の中津川渓谷を結ぶ吊り
橋「見倉橋」を観光しているのですが、突然真木よう子が橋か
ら転落。すぐそばには香川照之がおり、弟は兄が突き落とし
たと確信し裁判でも証言しますが、その後驚きの事実が明ら
かになり、彼の心は揺れ動きます。
　吊り橋の揺れと弟の揺れ動く心がリンクし、心理状態を説
明する機能として橋が用いられています。兄弟の命運は、「ゆ
れる」吊り橋にあり！　　　　　　　　　　　

「ゆれる」　2006年製作　日本映画　上映時間：119分　
監督：西川美和　出演：オダギリ・ジョー、香川照之、真木よう子
見所：吊り橋の揺れと同様、主人公と犯人の気持ち、そして観客を揺
さぶる傑作！

「ゆれる」で舞台となった新潟県魚沼にある見倉橋　
自然あふれる美しい橋だが、映画を見る前と後では橋の印象が全く異なる

             2021年 9月3日発売『21ブリッジ』
             ブルーレイ：￥5,280（税込）　DVD：￥4,180（税込）　発売・販売元：インターフィルム
             (C)2019 STX Financing, LLC. All Rights Reserved.

「恐怖の報酬」　1977年製作　アメリカ映画　上映時間：121分
監督：ウィリアム・フリードキン　出演：ロイ・シャイダーほか
見所：あの「エクソシスト」の監督による、この世で最も怖い吊り橋表現！
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glTF入出力 アニメーション対応強化

モデリング、レンダリング、アニメーションから3Dプリントまでオールインワンの国産3DCGソフト！

アニメーション:マルチタイムライン対応
一つのシーンでの複数の

キーフレームアニメーションの保持に対応

ブール演算パートのポリゴンメッシュ対応

IFC入力 3D配筋CAD連携 設計照査情報対応 

線形対応

道路や鉄道の路線に

使用される形状である線形に対応

アニメーション
モーフターゲット対応

モーフターゲットによる

ポリゴンメッシュの変形、合成に対応

サーフェスリプリケータ
干渉回避対応
オブジェクト同士が

重ならないように配置可能

BIM/CIM設計照査ツール
別売オプション：44,000円
Professionalのみに対応

BIM/CIM対応 統合型3DCGソフト

23Ver.

英語・中国語対応 ￥107,800（税抜￥98,000）
￥52,800（税抜￥48,000）
￥21,780（税抜￥19,800）

リリース   2022 年 7月

Shade3Dの別売オプションとして、C++言語によって機能開発を
行うためのプラグインSDKを提供しています。 

Shade3D SDK

 別売オプション：Standard、Professional のみ対応      88,000 円（税抜 80,000 円）

ブール演算パートがポリゴンメッシュに対応
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Up&Coming：記事・広告／HP・SNS／Webサービス
満足度についてのアンケート 2022
FAX番号（東京本社）：03-6894-3888
Webでの回答はユーザ情報ページへ：https://www2.forum8.co.jp/scripts/f8uinf.dll

ご回答いただいた方にもれなく
オリジナル図書カード500 円分

or
FPB 1,000 ポイント
プレゼント！

返信期限：2022年8月31日

フォーラムエイト広報誌「Up＆Coming」は、ユーザーの皆様をはじめとして、現在、毎号1万人以上の読者の皆様にお届けしています。弊社製品・サービスの

最新情報やユーザ紹介記事等に加えて、広く業務に役立つような情報をご紹介できるように努めております。この度、読者の皆様より広くご意見・ご要望を

承り、今後の企画の参考とさせていただくため、本誌記事・広告についてのアンケート及び、HP・SNS等のWebサービスについてのアンケートを実施すること

となりました。下記のアンケート用紙をご使用頂き、ＦＡＸにてご返信をお願いいたします。多数のご意見をお待ちしております。

貴社名 業種またはユーザコード

ご住所（ユーザコード記入時不要）

所属部署 氏名

TEL（ユーザコード記入時不要） FAX（ユーザコード記入時不要） 電子メール

1. 記事・広告コンテンツについて　ご覧になった記事の番号を丸で囲んでください。

特にお気に入りの
記事・広告コンテンツ

該当番号をご記入ください（　　　　　　　　　　） 該当番号をご記入ください（　　　　　　　　　　）

上記を選択した理由・ご意見をお聞かせ下さい 上記を選択した理由・ご意見をお聞かせ下さい

2. Up&Coming全体の印象について　各項目についてあてはまるものを丸で囲んでください。

（1）文章全体について 読みやすい 普通 読みにくい ご意見（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（2）レイアウトについて 見やすい 普通 見にくい ご意見（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（3）文字サイズについて 大きい 普通 小さい ご意見（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（4）文章量について 多い 普通 少ない ご意見（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（5）写真やイラストの量 多い 普通 少ない ご意見（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

   0. すべて読んだ
   1. ユーザー紹介
   2. アカデミーユーザ紹介
   3. ユーザ製品体験レポート
   4. Shade3D インタビュー
   5. Shade3Dニュース
   6. 都市と建築のブログ
   7. スポーツは教えてくれる
   8. VRサポートデータ作成
   9.  FORUM8 HOT NEWS
  10. 河川余話
  11. スポーツは教えてくれる
  11. 最新デバイス
  12. ちょっと教えたいお話
  13. 新製品紹介

 14. 新製品・新バージョン / 開発中製品情報
 15. フォーラムエイト クラウド劇場
 16. クラウド会計ニュース
 17. システム開発ニュース
 18. イエイリラボ・体験レポート
 19. サポートトピックス
 20. フェア・セミナー情報
 21. イベントプレビュー
 22. フォーラムエイトのSDG's
 23. 健康経営 Health and Productivity
 24. ピルビスワーク実践講座
 25. パーソナルデザイン講座
　    プレゼンテーション編

 26. フォーラム総務
 27. FORUM8 RALLY JAPAN記念連載

 28. 営業窓口／FPB からのご案内
 29. 電波タイムズダイジェスト
 30. VR推進協議会レポート
 31. 最先端表現技術推進協会レポート
 32. 3Dテクノロジーアートニュース
 33. GOOD MOVIE HUNTING
 34. 各種製品広告

DMメール不要チェック□

裏面にもアンケートの続きがございますので、ご協力お願いいたします。

▲ ▲ ▲



3. HPについて　各項目についてあてはまるものを丸で囲んでください。

（1）閲覧頻度を教えてください ほぼ毎日 週1～2回程度 月1～2回程度 ほとんど利用しない

（2）必要な製品・サービス・技術の情報
　　 資料が掲載されていますか はい いいえ どちらでもない

（3）目的の情報にアクセスしやすいですか はい いいえ どちらでもない

（4）内容・情報は信頼できますか はい いいえ どちらでもない

（5）内容・情報はわかりやすいですか はい いいえ どちらでもない

（6）よく閲覧するカテゴリに丸を付けてください
（複数回答可）

・新着情報　・U&C　・製品情報　・セミナー情報　・サポート　・ユーザー情報ページ

・キャンペーン情報　・FPB　・会社概要　・その他：（　　　　　　　　　　　　　　　　）

（7）HPに掲載してほしい情報があれば
　　 お書きください

（8）その他、HPに関してご要望があれば
　　 ご自由にお書きください

4. SNSについて　各項目についてあてはまるものを丸で囲んでください。

（1）フォーラムエイトのSNSアカウントを
　　ご存知ですか 閲覧したことがある 知っているが閲覧したことはない 知らない

（2）上記で「閲覧したことがある」と答えた方
　　  は、該当するものに丸を付けてください Twitter　 Facebook YouTube LINE Instagram

（3）フォーラムエイトのSNSアカウントの
　　 閲覧頻度を教えてください ほぼ毎日 週1～2回程度 月1～2回程度 ほとんど利用しない

（4）知りたかった情報が得られますか はい いいえ どちらでもない

（5）普段よく利用するSNSはどれですか Twitter Facebook YouTube LINE Instagram その他：（　　　　　）

（6）SNSで掲載してほしい情報があれば
　　 お書きください 

5. SNS広告について　各項目についてあてはまるものを丸で囲んでください。

（1）SNSでフォーラムエイトの広告をご覧になっ
　　たことはありますか 閲覧したことがある 知っているが閲覧したことはない 知らない

（2）上記で「閲覧したことがある」と答えた方
　　  は、該当するものに丸を付けてください Twitter Facebook 　　YouTube LINE Instagram

（3）その他、SNS広告に関してご要望があれば
　　 ご自由にお書きください

6. その他ご感想、フォーラムエイトへのご意見がございましたら、ご自由に記入ください。

ご協力ありがとうございました。
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