
No.139
秋の号

October 2022

［新製品紹介］

橋台の設計・3D配筋 Ver.6
（部分係数法・H29道示対応）

UC-1 Cloud 自動設計 仮設構台
UC-1 BIM/CIMツール
［イベントレポート］

ミラノサローネ2022
SUPER DESIGN SHOW

［ユーザ紹介］

奥村組土木興業株式会社
［アカデミーユーザ紹介］

早稲田大学 
理工学術院 創造理工学部
森本研究室（交通・都市研究室）

［Shade3D インタビュー］

タカラスペースデザイン株式会社

［連載］

都市と建築のブログ
vol.59 恵那：棚田

FORUM8 RALLY JAPAN
タイトルパートナー記念連載
第5回 ライバル追随もトヨタ盤石

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

デザインフェスティバル2022
3DAYS+EVE 11/15-11/18

第
16
回
フ
ォ
ー
ラ
ム
エ
イ
ト

デ
ザ
イ
ン
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
開
催
の
ご
案
内

自
動
運
転
カ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス

経
産
省
、総
務
省
、国
交
省
、警
察
庁
、デ
ジ
タ
ル
庁
、5
省
庁
6
講
演



●［新製品紹介］ ....................................................................................... 33
ＵＣ-1エンジニア・スイート／UC-1 Cloud 自動設計 仮設構台
落橋防止システムの設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応)
連続合成桁の概略設計計算(部分係数法・H29道示対応)
橋台の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) Ver.6
橋脚の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) Ver.6
震度算出(支承設計)(部分係数法・H29道示対応) Ver.6
柔構造樋門の設計・3D配筋 Ver.16／斜面の安定計算 Ver.14
BIM/CIMツール／UC-Draw 3DCAD／スイートデータ消去 Ver.2

● 新製品・新バージョン情報 ／ 開発中製品情報  ...................... 45
●［サポートトピックス］ ............................................................................. 61
Shade3D ／ VR/UC-win/Road ／ Engineer's Studio®
FEMLEEG ／ UC-1シリーズ ／ 製品全般 

● フェア･セミナー情報 ...................................................................... 69
●［イベントレポート］ ................................................................................ 70
ミラノサローネSUPER DESIGN SHOW

震災対策技術展 大阪 ／ 下水道展22 東京
設計製造ソリューション展 ／ 人とくるまのテクノロジー展名古屋
XR総合展
キッズエンジニア 2022 
サイエンスデイ2022

●［イベントプレビュー］  ............................................................................ 77
建設技術フェア中部 ／ CG Kyoto2022
CEATEC2022JAPAN BUILD 建設DX展 東京
名古屋オートモーティブワールド
新技術交流イベント in Shizuoka 2022
XR総合点 秋 ／ キッズエンジニア東北
建築技術展2022 近畿 ／ 建設技術展2022関東

● Design Festival 2022 最新情報 .............................................. 80
● アンケート実施結果 ／サマーキャンペーン抽選結果  ............. 98
● 営業窓口 ／ FPBからのご案内 ................................................... 98
● FPB景品カタログ ....................................................................... 108

● ［ユーザー紹介］ 奥村組土木興業株式会社 環境開発本部 技術部 DX推進グループ ................................................................3
● ［Academy User］ 早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 森本研究室（交通・都市研究室） .....................................................6
● ［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 代表取締役社長 大脇清司 氏

　　　　　　　　 UC-1シリーズ 「研究開発の観点から見た構造解析ソフトの活用について」【後編】 ................................9
● ［Shade3Dインタビュー］ Vol.15 タカラスペースデザイン株式会社 .........................................................................................12
● ［Shade3Dニュース］ Vol.17 道路線形からのスイープ曲面とデータのカタログ化 .....................................................................13
● ［都市と建築のブログ］ Vol.59 恵那：棚田 ..........................................................................................................................16
● ［河川余話］ Vol.13 新川・花見川物語 ...........................................................................................................................24
● ［スポーツは教えてくれる］ Vol.20 スポーツで最も評価される価値観は、昔は｢力＝パワー｣､産業革命後は｢速さ＝スピード｣。

 　　　　　　　　　　　  そして現代は｢制御＝コントロール｣の時代だ。 ........................................................................26
● ［FORUM8 Hot News］ 「スマートシティの実現に向けた取り組み」でデジタルシティ体験が採用..................................................28
● ［最新デバイス］ 最新グローブ型デバイス ......................................................................................................................30
● ［ちょっと教えたいお話］ xROAD ....................................................................................................................................31
● ［フォーラムエイト クラウド劇場］ Vol.49 UC-1 Cloud 自動設計 仮設構台 ...................................................................................50
● ［システム開発ニュース］ Vol.20 車両の走行軌跡と砂煙表現のシミュレーション .........................................................................52
● ［クラウド会計ニュース］ Vol.8 スイートERP／ユーザ紹介：株式会社Enishiイノベーション ..........................................................54
● ［ゲーム開発ニュース］ Vol.9 新機能紹介 ..........................................................................................................................56
● ［イエイリラボ・体験レポート］ Vol.55 Shade3Dセミナー（応用編） ............................................................................................58
● ［3D・VRエンジニアリングニュース］ CPWC・VDWC予選会レポート ..........................................................................................82
● ［電波タイムズダイジェスト］ Vol.32 屋外貯蔵タンク維持管理の高度化／ドローン活用した効果的な予防保全／消防庁
　　　　　　　　　　　　  NEDO／スマートモビリティ社会構築に着手／運行管理一体の商用車電動化を推進 他 ...............85
● ［健康経営 Health and Productivity］ Vol.19 もっと知ろう「頭痛」について .................................................................................86
● ［ピルビスワーク実践講座］ Vol.5「エネルギーの流れが良くなる頭蓋骨ストレッチ」 ....................................................................87
● ［パーソナルデザイン講座　プレゼンテーション編］ Vol.2 プレゼンテーションの基本 ............................................................................88
● ［フォーラム総務］ Vol.40 公益通報者保護法が改正されました！ ...........................................................................................90
● ［FORUM8 RALLY JAPAN記念連載］ Vol.5 ライバル追随もトヨタ盤石 ........................................................................................92
● ［フォーラムエイトのSDG'sミッション］ Vol.11 BCP支援ツールの活用でSDGs を推進 ....................................................................96
● ［VR推進協議会レポート］ Vol.15 VRオープンセミナー 東京 開催レポート ..............................................................................102
● ［最先端表現技術推進協会レポート］ Vol.37 第5回羽倉賞受賞記念講演会 開催レポート ...............................................................104
● ［3Dテクノロジーアートニュース］ Vol.17 未来を可視化する 長谷川章のアート眼 .........................................................................106
● ［GOOD MOVIE HUNTING］ Vol.12 芸術の秋を堪能「ストップモーション・アニメーション」特集！ ................................................110

CONTENTS

No.

2022.10.01
秋の号



「何かを何もないところから開発するという

よりも、メーカーの方 と々協力して、世の中に

出ている良いものを活用し、それで早く目的

を達成するように。また、良いものと別の良い

ものとを組み合わせることで、現場のニーズ

に応えられるようにしよう、ということです」

自社における情報通信技術（ICT）活用の

基本的なアプローチの一端を、奥村組土木興

業株式会社環境開発本部技術部の藤森章記

部長はこう表現。その意味で、後述する今回

のケースは、まさにそうした典型例と位置づ

け。そこでは、関連する情報を積極的に集め

ながら、「良いな」と思われるものはどんどん

試していき、より上手に活用できるよう心がけ

ている、と語ります。

これに関連して、同部DX推進グループを

けん引する笠屋裕廉リーダー（マネジャー）は

特に、自身らの知見に基づきいろいろな技術

をチョイス。当該技術の各メーカーと連携しつ

つ、最適なソリューションを作り上げていくス

タンスへの思いに言及します。

一方、同グループの楢原康一マネジャー

は、前職時代に培った自らの経験を踏まえ、

工場によって管理の仕組みやそこで使われる

ICTが異なる製造業と違い、発注者が概ね共

通している、公共事業を主体とする建設業界

における管理の仕組みの類似性に着目。とい

うことは、ICTもパッケージソフトなど市販の

ツールを、それらの組み合わせを含めうまく

使いこなせば、そのメリットを一層効果的に引

き出せるはず、と説きます。

今回ご紹介するユーザーは、奥村組土木

興業株式会社の環境開発本部技術部におい

て、ICTにフォーカスする「DX推進グループ」

です。技術部としては「UC-1シリーズ」の各

種設計ソフトを長年使用。2021年後半には同

社が受注した公共工事の中で渋滞シミュレー

ションへの対応ニーズがもたらされたのを機

に、3DリアルタイムVRソフトウェア「UC-win/

Road」を導入。同グループを中心とする当該

プロジェクトのソリューション開発に繋げられ

ています。

土木工事でのICTやDX導入ニーズ
に対応、技術部に専門Gを設置

奥村組土木興業株式会社は1920年、奥

村商店として創業（現行社名としての設立は

1959年）しました。100年を超す歴史を誇る

同社はこの間、組織再編を重ねつつ事業分

野を拡充。現在は、1）各種土木工事や建築工

事を担う環境開発本部、2）ガス工事や舗装復

旧工事を担うLG本部、および3）建設資材の    
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製造・販売やリサイクル事業を担うプロダクト

本部の3本部より構成。本社（大阪市港区）の

下に東京、名古屋、京都、神戸および広島の5

支店、10営業所、4事業所、3工場および2合材

所を設置。それらに860名超の従業員を配置し

ています（数字はいずれも2022年8月現在）。

「公共工事を中心とする土木工事を主（な

対象）とし、発注者様からもICTやDX（デジタ

ルトランスフォーメーション）導入の要望が高

まってきたのを受け、どれだけそれに対応で

きるかを課題として取り組んできています」

そのような背景もあって、環境開発本部で

新しい技術の開発や導入を通じた現場支援

を主業務とする技術部では、外部の電気情報

系エキスパートを採用するなどして当該分野

の人材を強化。もともと部内でICT施工の支

援業務などに早くから携わってきたメンバー

と合わせて再編。2021年にICTやDXに特化

した組織としてDX推進グループが設置され

た、と藤森部長は振り返ります。

同グループは現在6名の技術者により構

成。ICT施工をはじめ、近年増加している

BIM/CIM活用工事などの支援にウェートを置

いて取り組んでいます。その取り組みは20数

年前、今日のICT施工の前段となる情報化施

工の普及の本格化以前にまで遡ります。

同社は当時、日本の硬岩領域に対応可能

な岩盤切削機（サーフィスマイナー）を独ヴィ

ルトゲン社と共同開発。以来、継続的な改善

を重ねる中で、同機をベースに低騒音・低振

動・低粉塵に加え、耐久性や環境負荷軽減な

どの性能をアップした岩盤切削工法を実現し

てきています。この間、開発間もない自動追

尾型の測量機と岩盤切削機を連携。今日のマ

シンガイダンスに通じる機能を独自開発し、

現場で運用してきた経緯があります。そこで

中核を担ってきたのが笠屋氏で、発足間もな

い同グループのけん引役を務めています。

技術部の現場支援業務でUC-1シ
リーズを駆使

同社では長年にわたり「UC-1シリーズ」の

各種設計ソフトが使われてきています。

公共工事の土木工事を数多く手掛ける環境

開発本部では、施工中のプロジェクトで様 な々

設計条件が変わる場合に計算し直したり、あ

るいは現場の検討段階で実際の条件に即して

計算したりする必要がしばしば発生。そのた

め、同シリーズの「BOXカルバートの設計・3D

配筋」や「擁壁の設計・3D配筋」といった設計・

図面作成プログラム、鉄筋コンクリート断面計

算プログラム「RC断面計算」などを早くから

UC-win/Roadによりプロジェクト現場周辺の道路や交通流をモデリングして、独自のダンプによる渋滞シミュレーションの手法を考案

大きく分けて3つの主要な事業分野のうち、環境開発本部では土木・建築工事を担っている

出典：国土地理院ウェブサイト（背景に地理院タイルを使用）
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導入してきた、とDX推進グループの笠屋

リーダーは説明します。

「われわれDX推進グループの他にも、

（同じ技術部内で）設計計算や検討を担

当し現場支援を行っているグループが（や

はり、これらのソフトを主に）使っていま

す」

AI利用の交通量計測とUC-win/Road
を連携した渋滞シミュレーション

「2021年10月頃、当社が受注している

公共工事の中で『ダンプの渋滞シミュレー

ションみたいなことができないか』と現場

所長から話があり、あることを思い出しま

した。」

それに遡る5ヵ月ほど前、三人で訪れた

「建設・測量生産性向上展（CSPI-EXPO）」

（同年5月、幕張メッセ）で初めてUC-win/

Roadに触れたのに続き、翌月にデモを交え

た説明を受け、興味が持たれました。特に、ド

ライバーの視点でクルマが詰まっていくシー

ンなど交通流がリアルに再現され、そこを定

量化したり評価したりすることで渋滞の判

定も可能になるのでは、と着目。もともとMR

（複合現実）による施工現場の再現などに取

り組んだ実績があり、交通シミュレーションへ

の展開も視野にありました。加えて近年、AI

（人工知能）技術を用いて動画から交通量を

計測する手法が普及してきており、その可能

性にも注目。そうした流れの中で今回持ち上

がった渋滞シミュレーションに向け、後者と連

携する形でUC-win/Roadの導入に至った、と

楢原マネジャーは解説します。

同氏らは同年11月、AIを利用した既存の

交通量計測ツールの評価・改良と併せ、UC-

win/Roadの導入を決定。翌12月には実際の

プロジェクト現場周辺で交通量調査を行うと

ともに、その成果を反映してUC-win/Roadに

より現地の道路や交通流をモデリング。2022

年1月から2月にわたりモデリングの修正、シ

ミュレーションパターンや定量評価法の検討・

見直し、発注者への説明などを実施。3月に

は、1）UC-win/Roadのシミュレーションログ

を解析し信号待ち台数を定量化する手法、2）

その定量化結果から信号待ち長やアイドリン

グ時の二酸化炭素（CO2）排出量の算出手

法、3）上記2手法の活用によるダンプ台数の

増減が信号待ち台数と長さ、CO2排出量に与

える影響の把握 ― を実現する独自の渋滞シ

ミュレーション手法を考案。その結果に基づく

最終報告に繋げています。

工事に起因するダンプやトラックの増加が

近隣住民に及ぼす影響を軽減するため、ダン

プを何分間隔で走行させれば良いか。そのよ

うな課題に対し、グラフや数字による説明だ

けでなく、渋滞状況を可視化。協議などでの

活用も期待できる、としています。

UC-win/Road利用の新たな展開
AR/MR、F8VPSの活用にも期待

楢原マネジャーは、同社では交通規制が行

われる場所で各種標識の設置を検討する際な

どに、MRを用いたシミュレーションは既に実

施してきている、と説明。ただ、通常のタブレッ

ト上のMRからだけでは実際の運転シーンで

体験するような臨場感を得るには制約があっ

た、と述べます。そこで例えば、UC-win/Road

を利用することにより、運転中のドライバー

の視点でそれぞれの標識の種類や設置状況

に応じてどう見えるかを事前にシミュレーショ

ン。それを、さらにその後の協議の場などにも

活用できるのでは、との考えを示します。

「今回、AIによる交通量計測からUC-win/

Roadを適用した渋滞シミュレーションという

一連のプロセスを確立できたので、引き続き

そのような横展開も図っていきたい、と思って

います」

これに対し藤森部長は、様々なシチュエー

ションで現場の状況をパソコン上に再現する

例が近年多く見かけられるようになってきてい

ることに注目。フォーラムエイトが提供するブ

ラウザベースのWebプラットフォームシステム

F8VPSの導入も視野に、今回のような取り組

みを基に必要に応じ、パソコン上で容易にシ

ミュレーションを行えるようにしていければ、と

語ります。さらに、AR/MRを活用した現況と設

計形状との重ね合わせによる土量計算など、

現場のさらなるIT化にも期待を寄せます。

一方、ICT活用に関連し、笠屋リーダーは実

際に業務を進める中での技術開発では特にス

ピードが重要になるものと位置づけ。したがっ

て、世の中にある技術を選択し、上手に使って

いくというアプローチがそこではカギになる、

と説きます。

その意味では、UC-win/Roadをはじめ市販

の各種パッケージソフトは完成度が高くなって

きており、その適用範囲も広い、と楢原氏は指

摘。加えて、単体のソフトでは無理でも、今回

のように異なるソフトなどをうまく組み合わせ

ることで何とかなるケースは意外に多くある、

との核心に触れます。

さらに藤森氏は、現場や発注者の「どこで、

誰が、何を困っているか」に日頃から目配り。

何かが見つかると、自身らの蓄積した知見や

情報の「引き出し」を探り、「出来そうだな」と

なれば、技術部内のエキスパートに相談して

具体化を探る、というスタンスを描きます。

「私としては、そのようなニーズや困りごと

を見つけてくることを自らの役割と任じ、常に

心がけています」

（執筆：池野 隆）

 奥村組土木興業株式会社 環境開発本部技術部 DX推進グループのみなさん

Up&Coming139号ユーザー紹介 5
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早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 
森本研究室（交通・都市研究室）
Faculty of Science and Engineering, Waseda University 

都市の交通と土地利用の問題にフィジカルとサイバー両空間から研究

都市計画の各種研究シーンで幅広い関係者による将来像の共有にUC-win/Roadを駆使

早稲田大学 理工学術院 創造理工学部　　　　　　 
森本研究室（交通・都市研究室）

URL　https://www.waseda.jp/sem-morimoto/

所在地　東京都新宿区

研究内容：都市における交通と土地利用に関する研究

Academy User
 vol.34

「都市計画学会の中に今、特にICT（情報通信
技術）系企業の方 が々たくさん入ってきています」
ICTに精通した人たちの間で都市計画につ

いて学びたい、その上で当該分野にICT導入
の提案をしたい、というニーズが近年、確実な
広がりを見せています。そうした潮流は、必ずし
もICTを専門としているわけではない都市計画
学の研究者らにとっても、最新のICTに関する
情報やノウハウに触れる機会をもたらし得る。
いわば、学会の中でコラボレーションが行われ
ているわけで、おそらくそのような中から学際
的な研究が創出。それにより、たとえば、様々
な自治体に対しても一層自信をもって「これが
スマートシティです」と提案できることにも繋が
るはず ― 。2022年6月に公益社団法人 日本
都市計画学会の会長に就任した早稲田大学理
工学術院の森本章倫教授は、「サイバー空間と
フィジカル空間をどうすれば融合できるか」は
今日の学会にとっても大きなテーマであり、自ら
それを推進する立場にある、と位置づけます。
その一方で、交通や土地利用、景観、環境、
防災など都市計画に関する基本的な知識の
重要性に言及。都市計画にはそのための学問
があり、やはりそれをしっかり学んだ上で提案

されたい。そうでなければ、せっかく都市の将
来像をVRやCGで作成しても、単なる「お絵描
き」ということになってしまいかねず、あまり意
味がない。そのことを市民はもちろん、都市計
画に関わる実務者や民間事業者に広く理解し
てもらいたいとの観点から、学会ではスマート
シティ特別委員会を設置。都市計画そのもの
のみならず、ICTやDX（デジタルトランスフォー
メーション）に関する知識にもウェートを置いた
コンテンツ作りが進められている、と教授は語
ります。
「その2つの要素の合わさったものを提供し
ていくことが、学会の取り組みとして重要なの
ではと思っています」
森本教授は前職である宇都宮大学に在籍

していた2000年代初頭、開発されてからさほ
ど年月の経っていないフォーラムエイトの3D
リアルタイムVRソフトウェア「UC-win/Road」
をいち早く利用。宇都宮市にLRT（Light Rail 
Transit：次世代型路面電車システム）が運行さ
れる将来の姿をVRで再現。2014年に早稲田
大学へ移ってからも都市計画に関わる各種研
究シーンの可視化に駆使しています。

早稲田大学理工学術院、森本研究室（交通・都市研
究室） 森本章倫教授

上：UC-win/Roadをいち早く活用し、宇都宮市をLRTが運行する将来の姿をVRで表現
下：未来の街を皆で議論するため、LRTが導入された「2050年の池袋のイメージ」をVRで作成



Academy Users Report
アカデミーユーザー紹介／第 34回

Up&Coming139号アカデミーユーザー紹介 7

140年の歴史の上に研究教育力強化
に不断の努力

早稲田大学は1882年、大隈重信により東京

専門学校として創立。以来、今年で140周年を

迎えます。この間、専門学校から大学への昇格

を機に1902年、現行の校名に改称したのをは

じめ、組織の再編・拡張を重ねてきました。

そのような一環として2004年からは、それ

まで独立していた同じ学問系統の学部・大学

院・研究機能を統合する「学術院」を創設。そ

れによるスケールメリットを活かしつつ、教育

研究活動の一層の充実・強化を実現してきて

います。

現在は政治経済学術院、法学学術院、文学

学術院、教育・総合科学学術院、商学学術院、

理工学術院、社会科学総合学術院、人間科

学学術院、スポーツ科学学術院および国際学

術院の10学術院を設置。それらの下に、13学

部、1学部通信教育課程、17大学院研究科、専

門職大学院2専攻・4研究科などから構成。大

学・大学院を合わせて4万7千人超の学生（数

字は2021年5月現在）に対し、約2千人の専任

教員、非常勤講師等を含めると約5千5百人の

教職員を擁し、早稲田、戸山、西早稲田および

所沢の4キャンパスを配置しています。

そのうち、森本教授が所属する理工学術院

は基幹理工学部・研究科、創造理工学部・研究

科、先進理工学部・研究科、大学院情報生産シ

ステム研究科および大学院環境・エネルギー

研究科の3学部、5研究科のほか2研究所およ

び6センターにより構成されています。

研究を通じ行政機関の都市計画や
交通計画をサポート

森本教授は、早稲田大学を卒業後、早大、

MITおよび宇都宮大学を経て2014年に早大

理工学術院教授に就任。現在、創造理工学部

社会環境工学科／大学院創造理工学研究科

建設工学専攻において「交通・都市研究室（森

本研究室）」を主導しています。

同研究室では、都市における交通と土地利

用という2つの要素のバランスをどうすれば上

手に取れるかを包括的な研究テーマに位置づ

け。現実（フィジカル）空間を仮想（サイバー）

空間の中に再現し、様 な々問題と対峙。問題が

解けると、それを行政機関に伝え政策に反映

してもらう形で「都市計画や交通計画のお手

伝いをしている」と森本教授は解説します。

また、人口減少に合わせ空間の縮退を基本

とするコンパクトシティ、ICT活用による情報

の連携・拡張にウェートを置くスマートシティ、

あるいはそれらを融合するスマートシェアの考

え方を概説。スマートシティに関連してMaaS

（Mobility as a Service）やLRTを核にスマー

トシティを推進する宇都宮市での取り組み、コ

ンパクトシティに関連してCO2排出量削減効

果やビッグデータ利用によるエビデンス構築

などに言及。さらに、魅力ある空間づくりに向

けたLRTなど次世代公共交通の導入とその

効果、自動運転がもたらす都市空間の将来像

とそのシミュレーション、将来の事故リスク予

測などに基づく交通安全マネジメントなど、多

岐にわたる研究領域をカバー。それらの研究

にあたっては都市の将来像、あるいはエネル

ギーなど実際には目に見えないものなどの可

視化を重視し、その効果的な活用を進めてい

ます。

2000年代初頭から20年近くまちづく
りのツールとしてUC-win/Road利用

森本教授が最初にUC-win/Roadを利用す

る契機となったのは、路面電車も走ったことの

ない宇都宮市でLRT導入に向けた検討が進

んでいた、氏が宇都宮大学在籍中の2000年

代初頭。市民の理解を得るため新交通システ

ムで変わる市の将来像をCGで再現したい森

本教授らと、UC-win/Roadの交通工学に則っ

た交通シミュレーション機能強化を図りたい

フォーラムエイトのニーズが合致。双方にとっ

て研究開発の一環として取り組まれました。

同教授は2014年に古巣早稲田大学の教授

に着任。翌2015年に同大でUC-win/Roadを

導入しています。

「私が早大に戻ってきた後、最初に依頼され

たのは、池袋にLRTを導入したいという地元有

志団体からのものでした」。とは言え、当時の

池袋ではそのような機運の盛り上がりが見ら

れなかったことから、森本研究室ではUC-win/

Roadを用い池袋にLRTが導入された「2050

年の池袋のイメージ」を3DVRで作成。それを

基に、LRTを単なる移動ツールではなく街の

一つの装置として捉え、未来の街を皆で議論

すべく意図されました。

また長野県小諸市では市の依頼を受け、コ

都市計画における交通・土地利用等の社会課題解決に向けた包括的な研究に取り組んでいる
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ンパクトシティ化により人々の生活がどう変わ

るかをUC-win/Roadで再現。そこでは現況を

完全再現すると、個々の家への関心が過度に

高まるため、敢えて現実を少し変えて作成し

たVRを基に市民の意見を集約しました。

併せて、芳賀・宇都宮基幹公共交通検討委

員会や栃木県の都市計画審議会で会長を務

めるなど重層的に繋がりの深い宇都宮市に対

しては、コンパクトシティや交通政策に関連し

て必要に応じVRを作成。政策検討のためのエ

ビデンスの一つとして行政側に自主的に提供

するなどしてきています。

さらに、新宿三丁目の大通りを中心とするま

ちづくりでもUC-win/Roadを使いVRで再現。

それを基に現在、新宿区と議論を展開中とい

います。

コミュニケーションツールとしての
将来都市像の可視化を重視

「私は、都市計画を行っていく上で最終的な

将来都市像の可視化というのは、非常に重要

だと思っています」

都市計画では多様な関係者が存在する中

で、出来るだけ市民に理解してもらうことが取

り組みの中心になるとしつつ、森本教授はその

前段として首長を含む行政側に計画への理解・

同意を得るプロセスに注目。そこでは、どのよう

な形で計画を示すかがカギになる、といいます。

例えば、動画あるいは静止画で見せるにせ

よ、「私がこれを強く推奨し、必ずこうしてくだ

さい」と訴えたいわけではなく、それを基に合

意形成を図ってもらうことが狙い。つまり、可視

化した将来都市像に対して多様な関係者に議

論してもらい、意見を集約。それらを反映して

画像を修正し、再度関係者の議論に委ねる。

つまり、PDCA（Plan-Do-

Check-Act）サイクルを実

施。それを通じて都市像を

繰り返し改善し、合意形成

に繋げていく。将来都市像

の可視化は、いわば「市民

とのキャッチボールをする

ためのツール」と、位置づ

けます。

その意味で、UC-win/

Roadは3DCGを自由に修

正することが可能。加え

て、歩行者やドライバーな

どの視点にリアルタイムに

変えられる、などと森本教授はそのメリットを

列挙。それらが自身の研究全般にわたってUC-

win/Roadを利用する大きな理由になってい

る、と説明します。

「UC-win/Roadによる可視化はまちづくりの

ツールなので、市民が出来るだけ将来像を見

て議論するための、コミュニケーションツールと

して活用したいと思っています」

都市計画におけるEBPMに注目、子供
たちのデジタルシティ体験にも期待

コンパクトシティやスマートシティなどのよ

うな政策では今後、行政機関がエビデンスを

作って当該政策がもたらす効果を正しく評価し

ていく仕組みが必要になる、と森本教授は述べ

ます。

その上で、実際の人の動きをデータとして取

り、その分析した結果を踏まえて政策を提言す

るEBPM（Evidence-based Policy Making：

証拠に基づく政策立案）の考え方を提示。その

うち、エビデンスを作るところはアカデミア側が

研究の一環としてサポート。それを使って市民

にどう提案するかというところは行政機関の側

が担う、といった関係者間で連携・役割分担す

るアプローチに言及します。

一方、宇都宮市は2019年、「ICT等の先進技

術を利活用し、社会課題の解決や新たな事業

の創出などに官民協働で取り組み、宇都宮市

が将来にわたって持続的に発展することができ

るスマートシティを実現することを目指す」とし、

「Uスマート推進協議会」を設置。森本教授は

その発足当初から会長も務めています。

同協議会では今春、宇都宮市のスーパース

マートシティ実現に向け、「安全・安心」「経済」

「教育・文化」の3分野に関する新たなプロジェ

クト（実証実験）を公募。フォーラムエイトが提

案した、新型コロナ禍の影響などで様 な々教育

活動が制限される中、子供たちの創造性を育

む効果的な教育の実現を目指す「3D都市モデ

ル等を活用したデジタルシティ体験プロジェク

ト」が、その教育・文化分野プロジェクトとして

採択されています。

同教授は、国土交通省が主導する3D都市

モデルの整備・オープンデータ化プロジェクト

「PLATEAU」にも触れつつ、そのようなデータ

を基にUC-win/Roadの中で未来の姿を見られ

る意義に注目。その意味で、前述の当社新規プ

ロジェクトを通じ子供たちが行政の計画を理解

し、そのDX化を推進していく「種」になっていく

のでは、と期待を示します。

（執筆：池野隆）

早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 森本研究室（交通・都市研究室）のみなさん

将来都市像を可視化し市民とのコミュニケーションツールとして活用



 

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1回はUp＆Coming7/1発行号に掲載しています。

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

竹割り型構造物掘削において、掘削時に吹付けコンクリート壁上部の変位（前倒れ）を抑制する目的でリング

ビームを設置する。リングビームの設計は骨組み構造計算により求めるものとし、リングビームに作用する荷重は、リ

ングの片側変位（δ）がリング側部でδ=6mmとなる等分布荷重とする。なお、リングビームの断面は、これまでの施

工実績とFEM解析結果から幅1.0m×高さ0.6mとしている。

リングビームの変形に対する検討は、リングビームを楕円モデルに置き換え、FORUM8 FRAMEマネージャおよびRC

断面計算を使用して照査を行っている。

P

P

δ＝6mmδ＝6mm

リングビームの設計モデル

解析手順

1.  FRAMEマネージャに入力できる様にCAD上で作成したリング
ビームの中心線を分割（図では36分割）し座標を振り分ける。

2.  解析に用いられるコンクリートのヤング係数はE=2.2×10⁴N/
mm²（σck=18N/mm²）とする。

3.  リングビームの断面は幅1.0m×高さ0.6mを標準とする。

4. 1～3の手順をFRAMEマネージャに入力。

5.  仮の等分布荷重（図では10kN/m）を入力してリング側部変位
（δ）を算出する。

6.  δ=6mm／（5.リング側部変位δ）の比率から側部変位が6mm
となる断面力を算出する。FORUM8 RC断面計算を使用

7.  6で算出された断面力を用いてリングビーム幅1.0m×高さ0.6m
の応力度照査を行う。

8.  使用する鉄筋は施工性（地山へのなじみを考慮）よりD13,D16
とする。

9.  許容応力度以上となる場合は、鉄筋を束ね鉄筋とする、鉄筋径
としてD19,D22を使用する場合はコンクリート設計基準強度を
σck=24N/mm²に変更等が考えられる。

1.0ｍ

0.
6ｍ リングビーム断面

リングビームの断面

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

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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補強後の安定計算は、内的安定性と外的安定性について
所要の計画安全率を確保するものとする。内的安定性は、円
弧すべり法による安定計算により検討を行い、外的安定性に
ついては、補強領域の滑動について検討を行うものとする。但
し、本工法は基本的に地下水がある場合、適用しないことや適
切な排水処理を行う事を前提としているため、水圧の影響は考
慮していない。
内的安定性に関しては、FORUM8斜面の安定計算を使用し、
外的安定性はExcel数式によって照査を行っている。ここでは計
算ソフトを使用している内的安定性についての設計手順を示す。

斜面の安定計算上での入力 内的安定計算 対策工の入力

解析手順
1.  斜面の安定計算に入力できる様にCAD上で作成した地盤及び地層線に座標を振り
分ける。（図では地盤が変化している点）
2.  安定計算を行う領域は、最大掘削高さの1/2の領域とする。
3.  本工法の設計に用いる土質定数
単位体積重量γ　　　粘着力Ｃ　　　内部摩擦角φ
を土質調査等より決定する。
4.  1～3の手順を斜面の安定計算に入力。
5.  円弧すべり法による無補強時の安定計算を行い、安定性を満たしているか照査を行う。
6.  無補強時で安定性を満たしていれば補強材は最小を配置して完了となるが、満たしてい
ない場合は補強材を配置して安全率を確保する。

7.  上記のデータに補強材を配置して安全性を満たしているか照査を行う。
補強材の種類 SD345（異形棒鋼）　　　　補強材径 D19,D22,D25
補強材間隔 1.2mを標準（鉛直間隔）　　　 最大打設密度1.6m²当り1本
補強材最小長 CL級 3m　　　　　　　　土砂部 4m
削孔径 φ65mm
8.  補強材を配置しても安全性を満たさない場合には、削孔や補強材径を大きくする、土
質定数を変更等が考えられる。但し、発注者との事前の打ち合わせが必要。

FRAMEマネージャ RC断面計算

安定計算を行う領域

ユーザ製品体験 レポート10 Up&Coming139 号



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。

前回（上部工、下部工、仮設工、基礎工）に引き続き、今回は解析ソフ

トについての利便性、改善してほしい点を掲載します。

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

解
析
他

解析ES等

FRAME3D ⇒土木構造物の設計で使用する材料物性値があ
る程度網羅されているため、自身で手入力する必要がぼぼない。

Engineer's Studioで動的解析などの解析を行う際の計算ス
ピードが速い。また橋軸方向、直角方向などファイルを分けて
同時に計算を流すことができる。

複雑な形状でもモデル作成ができ、任意の節点、部材で照査
ができる。

UC-1シリーズの設計プログラム一部から構造物の骨組みモデ
ルを取り込めるため、より精度の高い解析が必要な場合の移
行がしやすい。

汎用性があるため工種を選ばない。

FRAME
マネージャ

荷重入力時に荷重合計が表示される為、入力チェックが手軽
にできる。

任意形骨組計算。入力が容易である。

重入力に対して画面で作用方向、荷重値が確認できる

解
析
他

解析ES等

FRAME3D ⇒解析結果を報告書に整理したいとき、PPF
ファイルをエクセルに変換するなど工夫する必要があり、手
間と時間がかかる。

FRAME3D ⇒ FRAME3DのファイルはEngineer’s 
Studioで読み込むことが出来るが、逆は出来ない。
Engineer's Studioで 1からモデルを作成する時の入力が細
かく設定が多いので分かりにくく時間がかかる。
支承のマルチスプリングモデル化の機能を追加、任意で作
成の場合は結果確認を容易にしてほしい。
レポートを出力する際に入力部分が確認しずらくチェックし
にくい。
レポートで特に断面力や計算結果の項目など全体のページ
数が1000 枚以上超える事が多い。（同断面の場合省略で
きるとよい）
荷重の印刷番号順序がおかしくなることがあるため、簡単に
修正できるようにしてほしい。

ファイルのデータ量が大きくPCを圧迫しやすい。

RC断面計算

許容値入力時は、常時と異常時それぞれ別項目で表記して
欲しい。
許容応力度法の許容値（特にせん断）を河川基準（樋門や
水門）としたいときに、工夫する必要があり手間。
入力の操作性の向上を。入力欄に切れ目があるので、別で
作成して貼付けがしにくい。

入力画面がいくつもあってわかりづらい。

画面上の結果一覧を見やすく出来ないか？横方向が広すぎ
る。

オプションが多い。

FRAME
マネージャ

荷重や組合せの途中追加・順番の移動が困難、安易に出来
る様にして欲しい。
ファイルデータ保存の画面設計がわかりにくい。改善してほ
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。

【参考】 日本道路公団：竹割り型土留め工法設計・施工マニュアル（案）,2004.

吹付け壁展開図

竹割り型構造物の設計は、右図に示す項目を繰り返し計算し収束させて計算を完了します。
今後一貫して設計ができるソフトとして開発していただけることが望みですが、組み合わせて完
成できるソフトが充実していることが大変ありがたく思います。 構造決定

リングビームの計算

斜面の安定計算補強材の計算

断面図

平面図

改善してほしい点

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
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タカラスペースデザイン
株式会社
URL ：https://www.takara-s-d.com/

所在地 ：東京都港区

理・美容室、医療クリニックをはじめとした「美と健康の空間」を提案
プレゼン、デザイン、施工イメージ確認などあらゆるシーンでShade3Dを活用

1959年創業のタカラスペースデザイン株式会社は、理美容・医療機器メーカー
であるタカラベルモントとのパートナーシップに基づき、美容室、理容室、エステ
サロンのほか、歯科医院、医療クリニック、化粧品店舗など「美と健康」の分野に
フォーカスした空間デザインの企画・設計・施工・開業をトータルにサポートしてい

ます。現在149名の社員のうち設計担当者が111名という技術者集団であり、す
べてのデザイナー、アシスタントデザイナーがShade3Dを利用。提案・プレゼン用
のパース作成からデザインの作り込み、施工現場での確認イメージの作成まで、
あらゆるシーンで活用されています。

Vol.15
InterviewI i

タカラスペースデザインは、理・美容室や歯科医院、医療施設を
中心とした最新の空間デザインを提案しています。現在、年間受注
は 1,000 件を超え、月に約 90 件の施設オープンに関わる中で、こ
れらの提案を形にする一連の業務でShade3D が活用されています。
同社は 1980 年代にドラフターによる図面の手書き作業からCAD

へ移行。90 年代に入ると、よりリアルなプレゼン表現を求めて
Shade3Dを使い始めた社員がきっかけとなって徐 に々浸透し、2000
年代にメインソフトとしてShade3Dを本格的に導入しました。現在、
149 名の社員のうち設計担当者が 111 名在籍し、デザイン業務にあ
たる社員の全員が原則としてShade3Dを使用しています。
設計デザインを担当するチーフデザイナーの中村まいさんは、「3D

デザインを展開していくにあたって自由にデザインを起こせている実感
がある」と話します。同社では、まずCAD図面をもとにアシスタン
トデザイナーが白パースを作成して、テナントの枠起こしから照明計
画までを反映。これをベースとして設計デザイン担当者がマテリアル
など細かい部分を作り込んでいきます。「多くの時間をかけられない
中で、グラフィックソフトを使用しなくても、Shade3Dで材質の画像
編集を行って色味の調整ができるので助かっています。以前使った素
材を再利用して最初の打ち合わせに持っていき、決まった時点で詳細
に作り込むといった使い方をしています」（中村さん）。
また、作成したパースを施工段階で活用することもあるといいます。
例えば、複雑な内容の美容室を手掛けた際、木材を積層した形状の
テーブルの見え方を現場に納める前にShade3D 上で検証しカッティ
ングも確認。組み上げる際にはパースを見せながら職人に説明し、リ
アルなイメージを共有できました。
一方、短納期でのデータ作成を要求されることが多いというアシス

タントデザイナーの岩本悠里さんは、高い表現力と時短を両立できる

ところがShade3D の魅力だと述べます。「アールの多い内装の医療

施設を手掛けた際、スイープ曲線が役立ちました。また、壁の線形

状に沿って間接照明を入れる場合、パスリプリケータで線形を開いて

点光源を置くだけで、線形状に沿って流れるように図形が回せます」

（岩本さん）。アシスタントデザイナーは複数の設計者から依頼を受け

るため、エクスプローラで設計者ごとに素材やシンボルを登録してカタ

ログを作っておくことで、スムーズな作業が実現するといいます。

設計者はソフトウェア上で案を組み立ててデザインをいかに展開し

ていくか、アシスタントデザイナーは指示されたものをどれだけリア

ルに速く作るか、それぞれ異なる用途で Shade3Dを活用しながら、

共同作業を進めています。「お客様に提案する際、設計者自身が

Shade3Dを使って様々な工夫ができる。非常に使い勝手のよいソフ

トだと思います。今後は、打ち合わせの場で提案を3D化してお客様

と一体のライブ感が生まれるような使い方など、さらなる活用を模索し

ていきたいと思います」（執行役員・事業推進室長 永岑敬章さん）。

左から、岩本悠里さん（アシスタントデザイナー）、中村まいさん（チー
フデザイナー）、永岑敬章さん（執行役員・事業推進室長）、内木裕美
さん（事業推進室）

和モダンテイストの美容室。「木製パネルを積層した複雑な形状のテーブルは、デザ
インに加えて施工時のイメージ確認でもShade3Dを活用しました」（中村さん）

東京本社ショールーム（左）とミーティングスペース（右）は、
いずれもShade3Dにより自社で設計・デザインを行っている

左：「最先端の理美容・医療空間デザインをShade3Dで実現しています」（永岑さん）。右：医療施設の空間
デザイン例。スイープ曲線による曲面部分のデザイン、パスリプリケータによる間接照明の表現など素早く作成。
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より現実に即した道路面を作成する「道路線形」
新しく搭載された「道路線形」はこれまでの線形状作成と同様のイン

ターフェイスから作成できる、道路や鉄道の路線に使用されるクロソイ
ド曲線による線形状です。「急ハンドルの必要がない道路」や「カーブで
突然遠心力が加わることのない鉄道路線」など、より現実に即した道路
面の作成を行えます。

●2頂点で直線、3頂点以上で曲線を作成する
図面に2つ頂点を作成することで2点間をつなぐ直線が作成され、3つ
以上の頂点からは曲線が作成されます。

●パラメータで曲線の半径を制御する
作成中はツールパラメータで選択したポイントの円弧の曲率半径や
円弧の距離などの値を変更して、作成される曲線の半径を制御できます。
・「円弧の曲率半径」　左：200、右：500

●数値入力による形状作成
半径の他にポイントの座標位置や2点間の長さ、角度なども作成中の

ツールパラメータで制御できます。図面のクリックなしにポイントの追加
と座標値による数値入力での作成も行えます。

●「スイープ曲面」と組み合わせて道路面作成
「道路線形」形状は次項で解説する「スイープ曲面」に対応しています。
道路線形でラインを作成し、それに沿って道路の断面を添わせる事で
容易に道路面の作成を行うことができます。

Shade3D公式サイト
https://shade3d.jp/ ▼

Shade3D

vol.17

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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2つの形状から作る「スイープ曲面」
断面となるラインと、それを沿わせる基準線となるラインの組み合わ
せによりサーフェスを生成します。
ラインの変更は形状に即時反映され、路面、鉄筋、パイプ、レールなど
を効率的に作成、編集することができます。
ラインとなる形状には線形状だけでなく、円や道路線形を使用するこ

とができ、形状の入れ替えや後編集を行うことできます。

●「スイープ曲面」パートに2つの形状を納めて作成
対応している形状2つをブラウザで「スイープ曲面」に入れることで
サーフェスの作成を行います。
・「スイープ曲面」パートに入れる前

・「スイープ曲面」パートに入れた後

●直交や中心合わせ、端の処理の調整
統合パレットの「情報」タブにより、基準線に対して断面を直交させる、中

心位置に合わせる、端の面を閉じるなどの調整を行えます。

データをカタログ管理する「ShadeExplorer」
使用するShade3Dのシーンデータ、マテリアル、背景、サウンド、画像

はプロジェクト別、月別、用途別、素材別などに区分けして「カタログ」と
して管理することができます。

●パソコンのフォルダからカタログを作成
指定したパソコンのフォルダからサブフォルダのデータも含めてカタ

ログ化することができます。また作成中のシーンデータを既存のカタロ
グに追加することもできます。

●ファイルビュワーとしてのShadeExplorer
「エクスプローラー」に切り替えると、パソコンに保存したレンダリング
画像のあるShade3Dシーンデータやマテリアル、画像ファイルなどをプ
レビュー表示しながら閲覧、使用することができます。

●プリセットのカタログ
Shade3DにはShade3Dコンテンツ、Shade3DHDRI背景のイ

ンストーラより追加可能なプリセットカタログが用意されています。
Shade3Dシーンデータ、ドキュメントサンプル、Shade3Dマテリアル、
PBRマテリアル（Professional版のみ）などが収録されています。



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： ¥66,000 （税抜￥60,000）

NONO.1

地域活性化と観光振興
被害シミュレーション

想定被害を再現し、防災計画、BCPにフィードバック

道路計画・景観シミュレーション
住民、関係者との合意形成

交通流シミュレーション連携
リアルな実験環境

ドライブシミュレータ
安全運転の効果的な啓発

スマートテクノロジーやデジタル活用で、地域の魅力発信、新たな観光資源に

MaaS・モビリティ

防災・レジリエンス
3DVR浸水

ハザードマップサービス

Super City／Smart City型

地域経済循環モデル型

防災・レジリエンス先行型
地域活性化と観光振興

MaaS発展型

スマートヘルスケア先行型

 スマートホーム先行型

デジタル田園都市国家実現へのアプローチ
7つの類型

デジタルシティ、デジタル田園都市の構築を支援するデジタルツイン技術、VRCGソフトツール、
開発環境の提供、システムサービスと技術サービスの提供により実現基盤を短期間で構築支
援。
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恵那：棚田

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

恵那へ 

　フォーラムエイト・ラリージャパン

2022がいよいよ近づいてきた。開催市

町のひとつである岐阜県恵那市へ。本

市は、前回号で紹介した愛知県豊田

市と隣接している。日本百名山・恵那山

（2190m）は恵那市街からもよく見える

（図１）。

　江戸時代の主要街道のひとつであ

る中山道。恵那は、46番目の宿場町・

大井宿として栄えた。丁度、恵那を訪

れる１週間前、中山道の起点である東

京・日本橋と１番目の宿場町・板橋を

訪問していた（図２）。恵那から日本橋

までは347kmもある。街道だからつな

がっているのは当然だが、本当にたど

り着けるのかという気もする。昔の街

道には、敵の侵入を防ぐために「升形」

と呼ばれる直角に曲がったところがあ

るが、大井宿では６ヶ所も現存している

（図３）。中山道は、市街地は別にして

も、大きな開発がなされていないとこ

ろも多いため、中山道を歩いて昔の旅

人に出会ったとしても、大きな違和感

を感じないのかもしれない。

　では、山紫水明の豊かな自然に恵ま

れたまちをブラブラしてみよう。

明知鉄道に乗って

　JR恵那駅で明知鉄道に乗り換える。

恵那市南部の明智駅まで続く、25km

のローカル単線である。今年は、開業

88周年ということで1日フリー切符が

880円で売られていた。硬い紙を使っ

た昔ながらの硬券である。駅員さんに

改札鋏できっぷを切ってもらうと、鋏

こん（きょうこん）は、半円形であった

（図４）。

　恵那駅を出発すると、１両編成の

ディーゼルカーは右に大きくカーブし

ながら、坂を登っていく。「カタン、カタ

ン」と音を立て、林のトンネルに入った

（図５）。

　まずは、６つ目の岩村駅に向かって

いるのだが、途中の駅にはそれぞれの

物語が用意されている。２つ目の飯沼

駅は、「日本一の急勾配の駅」。構内の

１ 恵那山 ２ 東京・日本橋と板橋

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59回。
毎回、福田氏がユーモアを交えて紹介
する都市や建築。今回は恵那の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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勾配が33パーミル（1000m当たり、33m

上がる計算）であり、駅に停車中も確

かに傾斜している。４つ目の飯羽間駅

は、農村景観日本一に選ばれた岩村

町富田地区まで3kmほどと近い。５つ

目の極楽駅は、かつてこの地域に存在

したと言われるお寺の名前を駅名にし

ており、ユニークな風貌（図６）。他に

は、駅前に温泉がある花白温泉駅、田

んぼアートが有名な山岡駅など。

　列車は１時間以上に１本ある程度で

あり、各駅で下車して駅周辺の見どころ

をウロウロして、次の列車にまた乗って

いくならば、恵那を始発に出たとしても

終点の明智に着くのは日が暮れてしま

う。スローな旅をどこまで目指そうか。

岩村の町なみ

　岩村は、美濃東部の政治、文化、経

済の要衝として古くから栄えた町で

ある。

　岩村駅を下りると、本通りと呼ばれ

る東西1.4kmの道路が岩村城跡のある

山に向かって延びており、その両側に

は江戸時代からの町家が並んでいる。

この商家町は、重要伝統的建造物群

保存地区（重伝建）に指定されている

（図７）。

　美濃や信州に来ると、五平餅が食べ

たくなる。粒が残る程度に搗いたうる

ち米飯を平べったい楕円形の「わらじ

型」にしながら串に練りつけて焼いた

姿がお馴染みである。一方、岩村で立

ち寄ったお店は「団子型」であった。注

文すると焼きはじめてくれ、香ばしい匂

いが広がる。「わらじ型」を期待する客

がやはり多いのか、「当店の五平モチは

団子型です」「団子五平餅」と書かれて

あった。団子状のものをみるとつい、み

たらし団子や鶏つくねを想像してしま

うのだが、やはり美味しい五平餅だった

（図８）。

３ 中山道大井宿　４ 開業 88周年を迎えた明知鉄道
５ 林のトンネル　６ 極楽駅　７ 岩村の町なみ

８ 団子型の五平餅

４ ７
３ ５ ６
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　山里に来ると、新鮮な野菜が置かれ

た無人販売所をよく見かける。無人販

売所の脇には、商品の代金を入れる箱

が置かれていることが多い。本町通り

で見かけた無人販売所では、家の中か

ら持ち出したであろう椅子が軒先に並

べられ、その上にトマトの袋が置かれて

あった。そして、代金を入れる装置は、

細長い樹脂製の建材が家の扉に挟みこ

まれてあり、代金を入れると家の中に

届くように設計されていた。確実な現

金収受法である（図９）。

　次に訪問する岩村城跡は「女城主」

として有名。岩村の町では、「女城主の

里」に因んで家の軒先に青い暖簾が揺

れており、その家の女性の名前が記さ

れている。また、家々の軒先には、儒学

者・佐藤一斎の「言志四録」を刻んだ

木板が掛けられている（図10）。

岩村城跡に登る

　いよいよ、岩村城跡へ。江戸諸藩の

府城の中で最も高い所に築かれ、大和

の高取城（奈良県）、備中の松山城（岡

山県）と並んで日本三大山城のひとつ

に数えられる。標高は717m、本町通り

から180mほど登ることになる。日本百

名城にも選ばれている。

　案内地図にもしっかりと書かれてあ

るのだが、登城口からは急な登り坂の

石畳が延 と々続く。それでも、自然たっ

ぷりの山道は気持ちがいい。石に苔が

むした自然の盆栽が点々としている。

かつては空堀に架けられていたという

畳橋を超えると、本丸はもうすぐである

（図11）。

　本丸の虎口では、石垣の一階ずつに

犬走りが設けられた六段積みの石垣に

出会った。修理や防御を想定した特徴

的な形態をした六段壁であるが、棚田

のようでもある（図12）。登りきった本

丸はすっきりと整備され、曇っていたも

のの、良い見晴らしであった。

　駅前で電車を待つ間、カツ丼を注文

する。思いのほか、玉ねぎがのったソー

スカツ丼が出てきたが、絶品であった

（図13）。岩村を訪問したのが、お盆休

みが明けて2学期が始まった金曜だか

らか、または、観光客が訪れる時間帯

としては少し早かったのか、とても静か

であった。

13 カツ丼

９ 無人販売所

10 青い暖簾と言志四録

11 登城坂
12 六段壁

11

12

Up&Coming139 号 都市と建築のブログ18



明智

　明知鉄道が入線してきた。岩村駅

では、上りと下りの列車がすれ違う。

食堂車が連結された大正ロマン1号に

乗車。終点の明智駅は、戦国武将・明

智光秀が生まれたという言い伝えが

残る。

　明智の町は、「日本大正村」と呼ばれ

ている。といっても、大正ブームに乗っ

かって造られたテーマパークではなく、

かつて蚕糸を地場産業としていた大正

時代の佇まいを人々が守り伝えてきた

のだ（図14）。

　何と、大正村の町なかを東海自然歩

道が通っていた（図15）。東海自然歩

道は、大阪、京都、奈良、滋賀、三重、

岐阜、愛知、静岡、山梨、神奈川を経

て、東京・高尾の「明治の森高尾国定

公園」まで続く、11都府県約90市町村

にまたがる長さ1,697kmの自然歩道で

ある。西側の起点である「明治の森箕

面国定公園」は、筆者が日ごろ暮らし

ている大阪大学吹田キャンパスにほど

近く、つながりを感じた次第である。因

みに、「明治の森」と名付けられている

のは、1968年（昭和43年）に実施された

「明治百年記念事業」の一環で整備さ

れたためである。

ヘボ

　明知城跡は、張り出した尾根や谷な

どの自然の地形を巧みに利用した山

城。岩村城のような石垣は見当たらず、

自然の山を要塞化したようなつくり。

落城してからも原型のまま残されてい

るのは、珍しいそうだ。登城坂は細い

自然の山道であり、時おり現れる木の

根っこが前日の雨で光っているから

か、蛇のようである（図16）。

　山を下りてから山すそを歩いていく

と、明智光秀の母・お牧の方の墓所に

たどり着く。道中、のんびりした風景が

続いた。そんな中で、何とアオダイショ

15 大正村役場（東海自然歩道付近）

16 明知城跡の登城坂

14 大正路地
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ウに出会ってしまったのだが、お互いに

ビックリしたようで、慌てて川に逃げ込

んでしまった（図17）。

　明智駅へ急ぐ途中、「ヘボあります」

と大きく書かれた看板に出会う。「ヘ

ボ」は初めて聞いた言葉のような気が

するが、蜂の子のことらしい。実物に

出会っていると、ディーゼルカーが発

車してしまいそうなので、次回のお楽し

みに。

坂折棚田

　翌日は恵那市街から車に乗り、木曽

川支流の中野方川沿いを進み、笠置山

の北西にある中野方町の坂折地区へ向

かう。

　中野方川沿いは狭い谷筋であるが、

道中には、棚田が何ヶ所も作られてい

た。棚田は「みどりのダム」とも呼ば

れ、そこで暮らす人 と々自然が共生する

場となっている。何より、生活を感じさ

せてくれる風景だ。

　坂折棚田は、狭い谷筋から一定開け

た斜面地に作られている（図18）。約

400年前から作られ、明治初期にはほ

ぼ現在の姿になったそうだ。谷の中央

を流れる坂折川を境として、棚田の向く

方向が変わっており、全体として、谷に

向かって美しい扇形のカーブを描いて

いる。標高410mから610mの斜面地に

造られた棚田の枚数は360枚、面積は

14.2haもある。ほとんどが石積みの棚

田となっており、斜面地にできるだけ多

くの田んぼが作られている。日本の棚

田百選にも選ばれた。

　さらに詳しく眺めると、法面の下部が

石積みで、上部は土羽となっているとこ

ろもある。人の背丈より大きく、実りつ

つある稲穂が石垣の向こうに空を背景

としてなびいていた（図19）。

笠置峡

　坂折棚田から山道を抜けて、木曽川

まで戻ってきた。ここは、笠置峡と呼ば

れている。

　木曽川は長さ229km、日本で7番目の

長さを誇り、暴れ川としても有名で、川

の表情はところどころで大きく変わる。

だが、笠置峡に架けられた赤いトラス

橋から眺めていると、どちらに水が流

れているのか、というくらい静かであっ

た（図20）。

　地図で、木曽川本流を辿ってみると、

約７km上流には大井ダム、約３km下流

には笠置ダムがあった。笠置峡は笠置

ダムのダム湖のような位置づけになっ

ているのだ。

大井ダム

　笠置峡から木曽川を遡って大井ダム

を目指す。

　大井ダムは、1924年（大正13年）に完

成した、わが国で最初となる発電用ダ

ムである。ダム水路式と呼ばれる、ダム

式と水路式を組み合わせた水力発電の

方法を採用しており、ダムで貯めた水を

20 笠置峡

17 お牧の方墓所

18 坂折棚田
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適当な落差が得られるところまで下流

に導いて発電している。

　見学者用の駐車場からダム本体まで

下りる通路は、自然化が進んでいた。ダ

ムの堤を反対側まで渡るための通路は

狭いながらも用意されており、見学者

にはうれしい。堤から下流側を見ると、

荒々しい岩の塊の真ん中を木曽川が流

れている（図21）。反対に、上流側は、

ダム湖であり、恵那の観光地・恵那峡

につながっている。

　大井ダム付近は、右岸が中津川市、

左岸側が恵那市となっている。

　車に戻り、中津川市を巡る。

21 大井ダム

19 坂折棚田スナップ
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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。恵那峡遊覧船の船内を再現
し、関節光の表現や、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。

「恵那」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･恵那 by UC-win/Road

　今回は、岐阜県恵那市にある、大井ダ
ムと恵那峡を作成いたしました。大井ダ
ムは、1924年（大正13年）に完成した、
日本初の発電用ダムです。大井ダム・大
井発電所は、福沢諭吉の養子で、日本の
電力王ともいわれた福沢桃介が建設し
たものになります。2007年に、中部山岳
地帯の電源開発に関する近代産業遺産
群の一つとして、大井ダムならびに大井
発電所が「近代化産業遺産」に認定さ
れました。大井ダムでは煙機能で放流
の様子や、天端通路の歩行を再現して
います。恵那峡は大井ダムの完成で生
まれた木曽川中流の渓谷です。大井ダ
ム上流約10kmの区間にあたります。恵
那峡では遊覧船によるクルージングを
体験することができます。

CGレンダリングサービス
Shade3D
CG入力支援サービス

大井ダム。煙機能で放流の様子を再現。

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

恵那峡。シナリオで遊覧船を体験。歩行シミュレーションで見た大井ダム天端通路。
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◀書籍のご購入はフォーラムエイト公式サイトまたは
rakuten.co.jp　yahoo.co.jp にてお買い求め頂けます

FORUM8 楽天Amazon Yahoo!

日本語版
英語版

  ※表示価格はすべて税込です。

フォーラムエイトShade3D開発グループ

Shade3D 公式ガイドブック
2020／2022 for ビギナーズ

電子版
 出版 !

2,750円(税抜2,500円)

初心者から中級ユーザまで、この 1 冊ですべて解決！初心者が形
状を作成しながら基本操作を学べるチュートリアルから、中級者
向けの実践・応用テクニックまで、制作工程で必要な機能・Tips
を網羅しています。

大阪大学大学院准教授　福田知弘

都市と建築のブログ 総覧

2,750円(税抜2,500円)　Kindle：2,090円

人気コラム「都市と建築のブログ」の連載 50 回を記念して出版。
著者による書き下ろしを収録し、地域に根差したまちづくりに携
わる専門家の特別寄稿も掲載。VR-Cloud® で古今東西のデジタ
ルシティを体験し、VRの進化と変遷がご覧いただけます。

稲垣 竜興（一般社団法人 道路・舗装技術研究協会 理事長）

『VRで学ぶ』シリーズ

各4,180円(税抜3,800円)　

既刊『漫画で学ぶ舗装工学』シリーズ（建設図書）でのわかり
やすい説明に定評のある稲垣氏が、基礎的内容に加えて ICT や
CIM の活用といった最先端の情報を含んだ内容を、VR を利用し
た表現方法によって紹介する全く新しいコンセプトの解説書。

刊行書籍

東京都市大学名誉教授 吉川弘道／フォーラムエイト

数値シミュレーションで考える構造解析
-ソフトで学ぶ非線形解析と応答解析-
【増補改訂版】

3,080円(税抜2,800円)

原田 義明（FEMアドバイザー）

有限要素法よもやま話・I 【数理エッセイ編】

有限要素法よもやま話・II 【雑談エッセイ編】

I 数理エッセイ編 ¥2,420（税抜¥2,200）
II 雑談エッセイ編 ¥1,760（税抜¥1,600）

構造解析の基礎から実構造物に対するパラ
メトリックシミュレーションまで、丁寧にわか
りやすく解説したロングセラー書籍を、増補
刷新。ファイバー要素を用いた先進の解析手
法をはじめとして、幅広い検討事例を取り
扱っています。解析のポイントや注意点をま
とめた「テクニカルノート」もさらに充実。

増補
改訂版

「FEM 物語」を知る最後の世代である著者
が語り部となり、独自の切り口で綴ったユ
ニークな数理エッセイ集です。興味深い数
学史の話が彩を添えているのも特長で、「I 
数理エッセイ編」「II 雑談エッセイ編」とに
分かれています。

好評
発売中！

通常版 2020年／電子書籍 2021年2020版 2019年／2022版 2021年

2020年

FEM解析シリーズ

情報工学 2018年　／　橋梁工学 2017年
舗装工学 2016年　／　道路工学 2015年

2018年

2018年
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新川・花見川物語
vol.13

新川と花見川は成田街道の大和橋でその名を変え、上流を新川、下流

を花見川と称する。新川に興味を持ったのは、松本清張著作の天保図絵

（角川文庫）で、天保の改革を断行した水野忠邦が「印旛沼の工事は必

ずやりたい。廻船の便利なためだけでなく、外夷が我国を窺っているよ

うな時代には軍用にもなる。米だけは安全に運べるからな」という主旨

のことを言ったとの著述に遭遇したからである。

印旛沼の干拓は天保（西暦1830年から1844年）以前から計画されてい

たらしく、1662年幕府が新田開発を目的に、一旦、布佐～霞ヶ浦間に新水

路を建設し、印旛沼と利根川の切り離しをするが、渇水期に水量が減るな

どの理由で一年後に元の川筋に戻された。

1724年水害防止・新田開発のため、平戸村の染谷源右衛門が幕府から

資金を借り受け、平戸村～検見川間の疎水路の開削工事に着手するが資

金不足のため中止された。

1782年浅間山の大噴火により、利根川の川底が高くなり水害が頻発。

田沼意次が幕府の事業として平戸～検見川間の疎水路開削工事に着手

したが、天明6年の洪水で施設が壊されたことと、田沼の失脚により中止

された。

水野忠邦が決定した普請丁場間数は以下の通りである。

沼津藩 神野・平戸村地先～横戸村地内 4434.5間 8062ｍ

庄内藩 横戸村地内～柏井村地内 1196.0間 2174ｍ

鳥取藩 柏井村地内～花島村地内 683.5間 1243ｍ

貝淵藩 花島村地内～畑村地内 2104.5間 3826ｍ

秋月藩 畑村地内～検見川村海辺 1301.0間 2365ｍ

合計 9719.5間 17670ｍ

なお、各藩の天保期の概要は次の通りである。

沼津藩

石高5万石、第3代藩主・水野忠義や第4代藩主・水野忠
武らは、天保の改革を行なった水野忠邦から家斉派に対
する粛清として、様々な普請を負担するという報復を受
けた。

庄内藩
石高14万石、忠邦が企図した三方領地替えを撤回させた
ことで、印旛沼堀割工事の際に、懲罰的な御手伝普請を
庄内藩が強いられる遠因となった。

鳥取藩
石高32万5千石、松平姓を称する上、外様大名ながら葵紋
を下賜されて親藩に準ずる家格を与えられた。

貝淵藩 石高1万石、正式には請西藩。三河譜代。

秋月藩 福岡黒田藩の支藩、石高5万石。

花見川の京成成田線鉄橋

新川

花見側と新川の接点にある大和田揚水機場

千葉県

写真1

写真2

写真3



ＮＰＯ法人 シビルまちづくりステーション
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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）「印旛沼ものがたり」　水資源開発公団千葉用水総合管理所　2001年3月15日発行
2）「天保期の印旛沼掘削普請」　千葉市史編纂委員会　1998年3月31年発行

<参考文献>

忠邦が鳥取藩、貝淵藩、秋月藩の3藩に開削工事を命じた意図は不明で

ある。

各藩の工事区間の掘削量は工事区間の最初の杭番と最後の杭番の平均

断面積と区間長を乗じた値を掘削量とし、1年を360日とすれば一日当たりの

掘削量は下表のようになる。1日8時間作業するとして、1日で掘削すべき量は

1067m3から156m3となる。1人当たり3m3掘削すると仮定して必要人員を算出

すると、1070人から156人となる。

平均断面積
（平方尺）

工事区間長
（尺）

掘削量
（立方尺）

掘削量
（m3）

一日当たりの
掘削量（m3）

沼津藩 1559 26607 41488960 1154488 3207

庄内藩 3744 7176 26869187 747672 2077

鳥取藩 3183 4101 13051884 363187 1009

貝淵藩 2142 13627 27052937 752786 2091

秋月藩 777 7806 6062335 168693 469

鳥取藩が請け負った工事区間は、長さは短いが極めて難工事だったようで、

明治時期になっても完工しなかったようである。

明治以降内務省が事業を進めたが、昭和を迎えるまで完成しなかった。

昭和16年内務省が湖北～船橋間の昭和放水路を計画・着工したが太平洋戦

争のため中止となった。昭和21年終戦後の食糧難と引揚者の失業対策として、

印旛沼・手賀沼の開拓を国営事業として続けた。昭和35年、やっと印旛排水

機場完成し、次いで、昭和41年大和田機場完成した。

平将門が夢見た干拓の言い伝えは別にしても、百十余年の長い期間を要し

て新川・花見川は完成を見たのである。

1985年に美浜大橋が竣工し、花見川の左岸のサイクリングロードが設置さ

れた。サイクリングやジョギングを楽しむ人でサイクリングロードは大賑わい

である。

1977年にジョギング中に亡くなった当時の千葉市長荒木和成を悼む祠が浪

花橋のたもとに設置されている。花見川区役所の近くは桜と藤の名所となっ

ており、花の季節には沢山の家族連れが楽しそうに弁当を広げている景色を

見ることができる。また。近くの瑞穂小学校には縄文時代の種から花を咲か

せた大賀ハスが浮かぶ池がある。

現代を代表する美浜大橋から縄文時代の大賀ハスまで壮大なロマンが膨ら

む川を新川・花見川の他に思い浮かべることができない。縄文の古代はさて

おき、平安時代や室町時代に川があったのか、川筋があったのか、知りたいこ

とは尽きないが、調べる術を思いつかない。 美浜大橋の下を通るサイクリングロード

新川と花見川が分かれている付近

写真4

写真5



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/

　昔と今とでは、物事の価値観は変化

している｡それは皆さんも御存知で、た

とえば江戸時代の武士は｢切り捨て御

免｣の特権から、浮浪者を刀の試し切

りに利用したことがあった―とも言

われている。

　それは今日では絶対に許されない行

為だと誰にでもわかる。が、スポーツの

世界には少々理解できないような過去

の歴史もある。

　たとえば野球のホームラン。今日では

誰もが最高の一打と絶賛する記録も、

ベーブ･ルースが次 と々ホームランを量

産し始めた頃は、そうではなかった。

　1919～20年ルースがシーズン最多の

29～54本ものホームランを打ち始めたと

き、『ニューヨーク･タイムス』の野球記

者は､彼のホームランを非難した。｢守

備側の野手が手を伸ばしても触れない

ような打球を打つのは卑怯な行為。野

球の醍醐味は野手の間を抜く狙い打ち

の打球を放つことである｣というのだ。

　じっさい当時はホームランの記録も

残されておらず、打者の表彰は打撃王

（首位打者）だけだった。が、ファンは

空高く吸い込まれていくルースの打球

に魅了され､絶賛した。その結果、本塁

打王や打点王の記録も過去に遡って

調べ直され、ルースをきっかけに新し

い｢近代野球の時代｣が幕を開けたの

だった。

　これはルースという天才的打者が新

たな時代を切り拓いたことで、｢時代の

変化=価値観の転換｣がわかりやすい。

が、多くの人々が気付きにくい｢時代の

変化｣もある。

　たとえば｢速い｣という価値は、昔はさ

ほど高く評価されるものではなかった。

　たとえばＡ地点からＢ地点への移

動を考えた場合、昔は、その間に狼も

出れば山賊や敵の兵士もいて、｢速く

走る｣だけでなく｢強さ｣を伴わなけれ

ばならなかった。

　だから紀元前の古代ギリシャのオリ

スポーツで最も評価される価値観は、昔は
｢力＝パワー｣､産業革命後は｢速さ＝スピード｣。
そして現代は｢制御＝コントロール｣の時代だ。
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ンポスの祭典（古代オリンピック）のスタ

ジオン走と呼ばれる競走では、一緒に

走っているランナーを押したり引っ張っ

たり、足を引っかけたりしても｢反則｣に

はならず、｢強さ｣を伴ってゴールまで走

り抜けた走者が優勝者として讃えられ

たのだった。

　そして古代オリンピックのあらゆる競

技のなかで最も賞賛されたのは｢強さ｣

のナンバーワンであるレスリングの優勝

者とされた（ボクシングとレスリングを

合わせた格闘技のパンクラチオンやボ

クシングは出血が頻繁に起こり、オリン

ポスの神々を讃える祭事としては相応

しくなく、出血を伴うことの少ないレスリ

ングが格闘技として高く評価された）。

　この｢速さより強さ｣という価値観が逆

転したのは産業革命がきっかけだった。

　蒸気機関車が出現した当初は、俺の

ほうが速く走れる、我が家の使用人の

ほうが足が速い、うちで飼ってる馬のほ

うが……と、黒煙を吐いて走る鉄の車

に挑戦するモノが現れたという。が、最

初のうちは機関車より速く走る馬もいた

らしいが、そのうち機関車の能力が発

達。速いうえに疲れを知らずに走り続

ける機関車を見た誰もが、｢速いことは

素晴らしい｣と確信するようになったの

だった。

　その後自動車が現れ、電気機関車が

現れ、飛行機が空を飛び、ジェット機や

ロケットまで出現し、｢速さ｣は｢強さ｣と

いう価値を圧倒的に凌駕。コンピュー

タも｢京｣から｢富岳｣へと進化。さらに

富岳が100年かかる計算を20分程度で

やってのける量子コンピュータの開発ま

で進んでいるという。

　19世紀末に始まった近代オリンピック

でも､最初のうちは古代オリンピックと

同様レスリングの王者が最高のチャン

ピオンと讃えられたが、そのうち最も速

く走る100m走の勝者や、最も長い距離

を最も速く走るマラソンの勝者が､最高

の競技者と讃えられるようになり、現在

に至っている。

　では、物事の価値観は変化する……

というのが人類の歴史のなかで、｢強さ

→速さ｣の次は､どんな価値観の時代が

訪れるのか？

　以前、F1レースで日本人として最初

に活躍した中嶋悟さんに、公開ディス

カッションの席で次のような質問をした

ことがあった。

｢時速300キロでマシンを走らせている

ときの感覚とは、どういうものですか？｣

　すると、こんな答えが返ってきた。

｢雪が降ったあとのアイスバーンになっ

た道路では、ハンドルを取られたりクル

マを横滑りさせてしまうドライバーが多

いですよね。でも、そんななかでタイ

ヤをコロコロと上手く回転させてクルマ

をきちんと走らせるドライバーもいる。 

Ｆ１に限らず自動車レースというのは、

そういう競走なんですよ｣

　私は少々驚いて質問を続けた。

｢では、自動車レースは速さを競ってる

のでなく、安全運転を競ってるのです

か？｣

｢はい。そうです。事故ったら、勝利も何

もありませんからね｣

　なるほど。現代社会で情報やモノを

速く届けるには、電子メールもあれば

ドローンもある。Ｆ１でもラリーでも自

動車の｢速さ｣そのものには実質的価値

が失われた時代で、極限の速さで最高

の安全運転を競い、そのデータを社会

生活での自動車の安全性に活用してい

るのが自動車レースと言えるのだ。

　では現代社会で、100mやマラソンを

速く走ることには、どんな意味があるの

だろう？

　それは、走力を競う世界のトップアス

リートたちの｢走る姿｣を見ればわかる。 

速く走るアスリートの姿は美しい。肩も

腰も､そして首から上の頭も左右に揺

れることなく、一定を保つなかで、両足

が規則正しいテンポで前後に動く。つ

まり速く走ることのできるトップアスリー

トは、｢速い｣から価値があるという以上

に、自らの身体を見事に制御しきってい

ることに価値がある（その結果速くもあ

る）と言えそうだ。

　ならば、｢強さ（力=パワー）｣や｢速さ

（スピード）｣に価値を見出してきた人

類は、今や｢美しく制御すること（コント

ロール）｣に価値を見出す時代に突入し

たとも言えるだろう。

　量子コンピュータの開発

や、時速500㎞のリニア新幹

線の工事も、ポイントはパ

ワーやスピードではなくコ

ントロールだと､現代の

スポーツが教えてくれ

ているようだ。

ふさわ
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フォーラムエイトは、宇都宮市 Uスマート推

進協議会「スマートシティの実現に向けた取り

組み」の令和4年度新規プロジェクト公募で採

用されました。

採用された「3D都市モデル等を活用したデ

ジタルシティ体験プロジェクト」は、3D都市モ

デルや社会施設等の3Dモデルを活用し、新型

コロナウイルス感染症の影響等により様々な

教育活動が制限されている中でも、新たな生

活様式に対応し、子どもたちの創造性を育む

効果的な教育の実現を目指すものです。

令和4年度の実証実験では、オープンデー

タとして公開されている宇都宮市街地の3D都

市モデルや、VRツール「UC-win/Road」、CG

ツール「Shade3D」を用いて新たに構築する社

会施設や未来の宇都宮のまち等の3Dモデル

を、ウェブから簡易にアクセス可能なプラット

フォーム「F8VPS」に構築し、活用します。

構築した3D都市モデルについては、社会施

設見学をはじめとする学校教育等の中での効

果的な活用方法について検証します。

「スマートシティの実現に向けた取り組み」でデジタルシティ体験が採用

レジリエンスジャパン推進協議会「レジリエンス認証」を更新

フォーラムエイトは2020年7月に「レジリエン

ス認証」を取得し、この度2022年8月に認証を更

新いたしました。

本認証は、内閣官房「国土強靭化貢献団体

の認証に関するガイドライン」に基づき、国土

強靱化の趣旨に賛同し、事業継続に関する取

り組みを積極的に行っている事業者に付与さ

れます。

弊社は第7回ジャパン・レジリエンス・アワー

ドを受賞。2021年11月のFORUM8デザインフェ

スティバルでは、台湾デジタル担当大臣オード

リー・タン氏と防災の専門家を招聘し、防災・

DXをテーマとしたパネルディスカッションを実

施しました。2019年から全国各地で継続開催

している「地方創生・国土強靭化FORUM8セミ

ナーフェア」では、デジタル田園都市構想実現

を支援する製品・ソリューションを紹介。各地域

の課題に合わせたレジリエンスの最新トピック

や技術情報を提供しています。

また、UC-win/RoadのVRをクラウド上でデジ

タルツインとして展開可能なWebプラットフォー

ムシステムF8VPSの開発・提供により、VRによ

る遠隔コミュニケーション技術をさらに拡張し

発展させています。これは、様々な産業分野の

基盤として活用できるだけでなく、スマートシ

ティ、デジタルシティといった総合的なまちづく

りを支援し、多様な環境問題への対応や災害

対策の強化など、「デジタル田園都市国家構

想」の推進につながります。

今後、これらの新たな技術の展開により、レ

ジリエンス推進活動をいっそう高度化していく

方針です。

HOT NEWS

HOT NEWS

フォーラムエイト　プレスリリース
（2022年6月23日）

宇都宮市 Uスマート推進協議会

フォーラムエイト　プレスリリース
（2022年8月1日）

一般社団法人 
レジリエンスジャパン推進協議会

レジリエンス認証

更新したレジリエンス認証・登録証

F8VPSによる実証実験イメージ

体験

3Dモデル
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「FORUM8 presents二刀流でメジャー25周年！

パックンマックンワールドツアー」が2022年7月2日

の福井での講演を皮切りに開催されました。

大阪の梅田にあるライブハウスにて、間近で

迫力の「しゃべくり」を体験しました。

11月2日には東京、渋谷で追加講演も決定し

ています。

また、11月19日にはFORUM8デザインフェ

スティバルのプレミアム会員特別企画として、

パックンマックンのお二人をお招きして懇親ゴ

ルフ企画を予定しております。

8月1日のフォーラムエイト会社説明会にて、

佐々木則夫氏が「夢を力に！未来に向けて！」と

題し新卒者に向けてエールを送りました。

なでしこジャパンを率いて世界を制し、日

本発の女子プロサッカーリーグ「WEリーグ」発

足に尽力。現在フォーラムエイトがトップパー

トナーとして支援する【大宮アルディージャ

VENTUS】のシニアアドバイザーとして活躍中

の佐々木氏から、貴重な経験談を元に、夢を実

現するために必要な心構え、ライバルの一歩先

を行き、将来を見据えて準備をすることの大切

さをお話し頂きました。

講演の中で、なでしこジャパンのワールドカッ

プ優勝までの軌跡を追った映像、サッカーに限

らず、多くの女性のスポーツ選手の勇姿を収め

た映像が上映され、これから社会へ出ていく説

明会参加者を勇気づけました。

質疑応答では「監督着任時などにはプレッ

シャーは感じたのか」、「自身の失敗談とその改

善方法」などの質問を受け、「プレッシャーはな

かった。むしろチームを強くできるだろうという

自信まであった。」「頭ごなしに怒ってしまった

が、その後すぐに反省して選手たちに謝った。

そうすることで選手たちとの距離が縮まり、何

か別の問題が発生しても選手たちの考えが聞

きやすくなり解決までの時間が短くなった。」な

どと回答を頂き、1時間という短い間の講演でし

たが会場、オンライン共に盛況で終えました。

BSフジで「ミラノサローネ徹底ガイド！」が放

送され、FORUM8ブースの紹介がありました。

展示テーマは「Japanese VRCG system can 

build your desgin！」。現実にいながらVRデータ

の中に入り込んだような間隔を味わえる展示を

いたしました。

現実とバーチャルの狭間を歩く感覚を体験

するため、シュミレータには開催期間の8日間

を通して長蛇の列が絶えませんでした。中でも

VR360の注目度は高く、楽しみながら当社の製

品を知っていただくきっかけとなりました。

ミラノの街がデザイン一色になる雰囲気がと

ても華やかでした。伝統を守り、生活様式の変

化に合わせ進化し、未来に向けてアイデアをつ

くる。互いに競い合って提案。まさに世界を牽

引するイベントでした。来年（4/18-23）も展示を

予定しています。

元なでしこジャパン監督 佐々木則夫氏特別講演開催

HOT NEWS

パックンマックンワールドツアー開催

ミラノサローネTV番組放送

HOT NEWS

HOT NEWS

佐々木氏は元なでしこジャパン監督、現在は大宮アルディージャのシニアアドバイザーとして活躍中

大阪梅田での講演の様子
プレミアム会員特別企画として、パックンマックンと
ゴルフを楽しむ企画を開催
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VRの高度利用に役立つグローブ型デバイス

今回は、ハンドトラッキングの一種であるグローブ型デバイスを3製品
ご紹介します。カメラセンサーでキャプチャする方法と異なり、指を直接
装着するため死角がなくなり、指のセンシング精度、速度が高くなること
が期待できます。ヘッドセットと組み合わせることで、高度なVR体験が可
能となり、実験、研究、検証、教育への高い効率化を実現できます。

フィンガートラッキングデバイス
「MANUS Prime」

MANUS社のフィンガーキャプチャデバイス
です。グロープにバッテリを搭載することで、ワ
イヤレスで長時間のキャプチャが可能です。

キャプチャデータはリアルタイムで取得する
ことができます。またSDKを介して指の情報に
アクセスできるため、VR上のアバターの動きに
フィードバックすることも可能です。

フィンガートラッキングデバイス
「QUANTUM METAGLOVES」

こちらもMANUS社の製品です。量子トラッキング技術により、サブミ

リメートルの精度でフィンガーとラッキングできるグローブ型デバイスで

す。ドリフト（センサーの位置ずれ）も発生しないため、長時間のトラッキ

ングか可能です。センサー情報をリアルタイムでストリーミングすること
ができ、またオープンSDKを使用することで、他のシステムにエクスポー
トすることも可能です。

機能 内容

遅延 5 ミリ秒以下

センサータイプ 位置（3 軸）、角度（3 軸）

サンプリングレート 120Hz

持続時間 4 時間

重さ 70g

■主なスペック

グローブ型ハプティクスデバイス
「HaptX Gloves DK2」

「ハプティクスデバイス」とは、感覚の中でも「力覚」「触覚」を通じ
て情報を伝達するデバイスとなります。ゲーム機のコントローラのバイブ
レーションや、同じくハンドルコントローラのフォースフィードバックがハ
プティック技術のひとつと言えるでしょう。

機能 内容

Force feedback
exoskeleton

グローブが変形することで、1 指あたり最大 25N（片
手あたり 175N）の力を加えることが可能。これによ
り仮想オブジェクトのサイズ、形状、および重量の知
覚ができる。

Microfluidic skin

強力な空気圧でアクチュエータを 30ms 未満で完全
に膨張させることで触覚シミュレータを表現。片手あ
たり 130 ポイント以上の触覚フィードバックを 150 段
階の圧力調整可能。

■主な特徴

触覚を再現するしくみ

グローブ型デバイスの使用例

QUANTUM METAGLOVESでは、指を使った作業の記録とリアルタイ
ムでの再生ができます。メーカサイトのデモでは、バイオリン演者の激
しい指の動きを、正確にトラッキングしている様子が紹介されています。
HaptX Gloves DK2 では触覚にフィードバックできるため、VR空間内の
装置をコントロールするといった体感型のシミュレーションが可能です。
VR上で表現されたパネルにあるボタンやハンドル、レバーなどを、フィー
ドバックを得ながら体験できるため、体で覚えるトレーニングになり学習
効果が期待できそうです。

今回はグローブ型デバイスとして3種類紹介いたしました。デバイス毎
に特長が異なりますので、目的に合わせて選定するとよいでしょう。

なお、いずれのデバイスも、開発キットが用意されており、UC-win/
Roadと連携して使用できますので、ご興味あるかたは弊社までご連絡お
待ちしております。

最新グローブ型デバイス
HARDWARE
最新デバイス

※一般に商品名、社名は、各社の商標または登録商標です。

VR上での操作 グローブの動き

グローブが反り返り、
物体の形状を表現

指先が膨張して、
物体の触感を表現

HARDWARE
INFORMATION

2022-No.4
最新デバイス情報
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国土交通省は、デジタル道路地図データベースや道路基盤地図情報などを基盤として、橋梁・トンネルなどの
構造物データ、交通量などのリアルタイムデータを紐付ける3次元道路データプラットフォーム、「xROAD（クロス
ロード）」を構築しています。さらにxROADのAPIを公開して、アプリケーション開発やAI技術などのオープンイノ
ベーションを促進し、道路行政を効率化することを目指しています。今回はこのxROADについて紹介します。

xROAD：道路データプラットフォーム

xROADとは

国土交通省が現在構築を進めている「xROAD」は、デジタル道路地図

データベース（DRM-DB）や道路基盤地図情報、モービルマッピングシステム

（MMS）、レーザープロファイラ（LP）などから得られるデータ群を基盤デー

タ（道路局ベースレジストリ）とし、仕様などの諸元データや定期点検結果、

BIM/CIMデータなどから構成される橋梁・トンネル等の構造物データ、ETC

やCCTVカメラ、巡回車載カメラなどから得られる交通量等のリアルタイム

データを紐づける、3次元道路データプラットフォームです。

xROADのAPIを公開して一部データを民間開放することにより、アプリ

ケーション開発やAI技術などのオープンイノベーションを促進すること、

xROADやそれらのイノベーションを道路施策検討や現場管理などに活用し

て道路行政を効率化することを主な目的としています（図1）。

先進技術活用の課題とデータベース化

　平成25年の道路法改正等を受け、5年に1度、近接目視で行われている道

路施設の定期点検は現在二巡目が進行中であり、これまでに道路管理者ご

とに様々な仕様、様々な種類の膨大なデータが蓄積されています。また現

在、インフラのデジタル化やAI技術等が飛躍的に進展しており、蓄積された

データに先進技術を適用し、革新的かつ効率的な道路維持管理手法が実現

する大きな可能性を秘めています。しかし、データ活用のための環境整備は

まだ十分には整っていません。そこで、これらの道路施設の点検・診断デー

タを道路施設ごとにデータベース（DB）化し、APIで共有して一元的な処理・

解析が可能な環境の構築を目指しています。

　データベースは可能な限り公開し、研究機関や民間企業等によるAI技術や

アプリケーション開発などの技術開発を促進し、道路施設の維持管理の効

率化を図ります。新技術活用により開発を目指すアプリケーションシステム

の具体例として、（1）現地で過去の点検データや類似損傷を検索できるシス

テム、（2）画像AIによる診断結果を支援するシステム、（3）劣化を予測して

修繕費用を推測するシステムなどを想定しています（図2）。

フォーラムエイトの取り組み

　xROADを支える情報基盤のうち道路施設情報（諸元データ、点検結果

データ、補修結果データ（ドキュメント・写真）、台帳、調書等）について、一

元的に集約された各種データを画面UIやAPIで取得すれば、分析・検討等

の様々な用途に活用できます。例えば、道路管理者が所管する橋梁群に対し

て、諸元データおよびLCC計算に必要なデータ項目を取得し、プログラム連

携することで、橋梁長寿命化修繕計画の検討に繋がります。

　他組織が管理する道路施設の点検結果等を確認でき、類似事例の判定等

の参考にできます。道路管理者は、独自データベースを整備しなくとも、上述

の一元的に集約されたデータベースを利用することで、WEB上からデータの

検索、閲覧、ダウンロード等の可能性が広がります。

参考 / 出典：国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/dourogijutsu/pdf03/04.pdf

図1：xROADのイメージ

図2：点検データベースとアプリケーションのイメージ



「水道施設耐震工法指針・解説 2022年版」
改訂の傾向・ポイントについて

水道施設耐震工法指針・解説 2022年版

今年の6月、公益社団法人 日本水道協会より「水道施設耐震工法

指針・解説2022年版（以下、本指針）が発刊されました。本指針は、

1997年版、2009年版につづく改訂で、「Ⅰ本編」、「Ⅱ参考資料編」、

「Ⅲ設計事例編」で構成されています。今回の改訂は以下のような

趣旨、基本方針となっています。

・最新の知見・技術を取り込み、わかりやすく、使いやすい指針とする

・性能規定型設計化の徹底

・危機耐性についての記述の追加

・設計事例集等の充実

ここでは、本指針改訂の性能規定型設計と危機耐性について解説

します。

性能規定型設計化の徹底

多種多様にわたる水道施設はその構造特性や地盤等の条件も

様 で々すが、それらの構造物がその用途・機能を果たすために要求さ

れる性能として、以下の4つが定義されています。

（1）使用性 （2）復旧性 （3）安全性 （4）危機耐性

また、水道施設の重要度は従来と同様、重要度の高い順にランク

A1,A2,Bの3種類に分類され、考慮する設計地震動も従来同様、レベ

ル1およびレベル2地震動となっています。

施設の重要度ごとに要求性能が規定され、その要求性能に対して

設計地震動ごとに各構造物の限界状態が表１のように規定されてい

ます。

表1　重要度区分別の要求性能に対する設計地震動と限界状態

重要度
の区分 要求性能

設計地震動 限界状態

レベル1 レベル2 限界状態1 限界状態2 限界状態3

ランク
A1

使用性 〇 - 〇 - -

復旧性 - 〇 - 〇 -

安全性 - 〇 - - 〇

ランク
A2

使用性 〇 - 〇 - -

復旧性 - - - - -

安全性 - 〇 - - 〇

ランク
B

使用性 - - - - -

復旧性 〇 - - 〇 -

安全性 〇 - - - 〇

また、各限界状態は構造物ごとに規定されており、例えば暗渠およ

び共同溝の構造部材における限界状態とそれに対応した損傷状態や

照査方法は表2のようになっています。

水管橋の耐震計算では、以前より道路橋示方書を参考としていま

す。道路橋示方書では、平成29年の改訂において性能照査法として

部分係数設計法が導入され、本指針でも性能規定型設計を反映した

内容となったため、水管橋の構造物においても平成29年道路橋示方

書に準じた部分係数設計法に変わりました。

設計事例集においても、水管橋の下部構造の計算例は平成29年

道路橋示方書に準じた計算方法が示されています。

要求性能 使用性 復旧性 安全性

限界状態 限界状態1 限界状態2 限界状態3

損傷状態 構造物を構成す
る頂版、側壁、底
版はすべて概ね
弾性変形状態に
あり、表面ひび割
れ等の軽微なひ
び割れが生じる
場合があるが、水
密性が維持でき
る状態。

構造物を構成する頂
版、側壁、底版の一部
が塑性化するものの
最大耐荷力点まで達
せずに塑性変形吸収
能力が十分残存して
いる状態。部材の塑
性化に伴い、貫通ひ
び割れが生じ、水密
性が損なわれる場合
があるが、一部のひ
び割れ補修や止水版
の設置などにより修
復できる状態。

構造物を構成する頂版、
側壁、底版の多くが塑性
化するが、塑性変形吸収
能力は喪失せずに構造
物全体として鉛直荷重を
支持できる状態。部材の
塑性化に伴い、貫通ひび
割れからの漏水が継続
的に生じ、水密性が大き
く損なわれる場合がある
が、漏水に伴う2次災害
は生じない状態。一部の
ひび割れ補修や部材の
取り換えなどにより修復
できる状態。

照査項目 曲げ、せん断によ
る貫通ひび割れ
の有無
曲げモーメント≦
降伏曲げ耐力
曲率≦降伏状態
せん断力≦せん
断耐力

漏水量≦許容漏水量
侵入水量≦許容侵入
水量
ひび割れ幅≦許容ひ
び割れ幅
曲げモーメント≦最
大耐荷力点の曲げ耐
力
曲率≦最大耐荷力点
の曲率
せん断力≦せん断耐力

漏水量≦許容漏水量
侵入水量≦許容侵入水
量
ひび割れ幅≦許容ひび
割れ幅
曲げモーメント≦最大耐
荷力点の曲げ耐力
曲率≦最大耐荷力点の
曲率
せん断力≦せん断耐力
鉛直部材のせん断力≦せ
ん断耐力
全体変位量≦終局変位
層間変形角≦許容層間
変形角

表2　構造物部材における限界状態に対する損傷状態、照査方法

危機耐性についての記述の追加

2009年版の指針から本指針の間に日本では幾度かの大地震に見

舞われました。中でも2011年の東日本大震災では未曽有の大災害

を経験し、それを踏まえて、耐震設計で考慮される想定を超えた事象

や不確実性への対応として危機耐性という新しい概念が導入されて

います。危機耐性では、施設の複数系列化やバックアップ管の設置等

により施設全体で対応するような内容や、耐震性を考慮した管種選

定、側方移動対策等の個 の々施設・設備での対応が示されました。危

機耐性は、その被災シナリオに対して水道施設への影響が小さくなる

ように、水道事業体等が対策可能な範囲で行うこととされています。

最後に

今回の改訂では、設計事例も充実した内容となっており、水道管等

の耐震計算においては、従来の速度応答スペクトルを用いた地盤ひ

ずみの計算だけではなく、一次元地盤応答解析を用いた地盤ひずみ

の算定例も記載されています。UC-1シリーズには、水工の「配水池

の耐震設計計算」や「水道管の計算」等の水道施設耐震工法指針に

準拠した製品がラインナップされており、弊社では、水道施設の設計

業務に携わる技術者により一層ご活用いただけるよう、製品の機能

強化、改善等を行って参ります。また、水管橋における下部構造の設

計においては、平成29年道路橋示方書に準拠した橋梁下部工の「橋

脚の設計・3D配筋（部分係数法・H29道示対応）」や「橋台の設計・3D

配筋（部分係数法・H29道示対応）」等をご活用いただけます。

水工
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UC-1 Engineer’s Suite
仮設土工スイート
UC-1シリーズ各製品のセット版。クラウド対応、CIM機能強化

はじめに

UC-1 Engineer’s Suite 仮設土工スイートの「擁壁の設計・3D配
筋」と「控え壁式擁壁の設計計算」では複数の基準類に対応していま
すが、その中の「宅地防災マニュアルの解説（ぎょうせい）」（以下、宅
地防災）の第三次改訂版が令和4年2月に発刊されました。今回は、そ
の改訂内容について紹介いたします。

図1　擁壁の設計・3D配筋の基準年度選択

改訂内容の概要

宅地防災 第三次改訂版の主な改訂内容は、表1のとおりです。

改訂前 第二次改訂版
（平成19年）

改訂後 第三次改訂版
（令和4年）

転倒に関する検討 偏心量、安全率 安全率のみ

基礎地盤の支持に関する検討
（合力作用点の位置）

a.　底版中央1/3の中
b.　底版中央2/3の中
c.　底版中かつ底版中
　   央2/3の外

a.　底版中央1/3の中
b.　底版中央2/3の中

（cの記載削除）

仮想のり面傾斜角の考え方
起点位置は仮想背面の

上端
起点位置は擁壁天端

の背面

改良地盤上の直接基礎 計算式は記載無し 改良幅算出式の記載
追加

表1　宅地防災マニュアルの解説 第三次改訂版の主な改訂内容

転倒に関する検討

令和4年版では、擁壁の転倒に対する検討の記載は「安全率」に
よる評価式のみとなりました。
改訂前の平成19 年版では、安全率の規定とともに満足すること
が望ましいものとして、偏心距離による安定条件が記載されていま
したが、今回の改訂では削除されています。

基礎地盤の支持に関する検討

地盤反力度の算出方法は、合力作用点の位置によって下記の3
通りの計算条件が記載されていましたが、改訂版ではcの条件につ
いて削除されています。
a.　合力作用点が底版中央の底版幅1/3の中にある場合
b.　合力作用点が底版中央の底版幅2/3の中にある場合
c.　合力作用点が底版中にあり、かつ底版中央の2/3の外にある
　　   場合（令和4年版では削除）

仮想のり面傾斜角の考え方

試行くさび法による土圧算定時に用いる壁面摩擦角は、土とコ
ンクリートの場合には土砂の内部摩擦角φより算出しますが、片持
ちばり式擁壁等のように土中の鉛直の仮想背面に土圧を作用させ
る場合には、仮想のり面傾斜角β’より算出されます。令和4年版で
は、このβ’の考え方に変更がありました。

図3　仮想のり面傾斜角（R4年）図2　仮想のり面傾斜角（H19年）

2 2
ℓ ℓ

β

2 2
ℓ ℓ

β

１）　平成19年版
すべり面と地表面の交点までの水平面半分の点と、仮想背
面と地表面の交点を結ぶ線が水平面となす角度を仮想の
り面傾斜角β’とします。

２）　令和4年版
すべり面と地表面の交点までの水平面半分の点と、地表面
の開始点を結ぶ線が水平面となす角度をβ’とします。

改良地盤上の直接基礎

擁壁の直接基礎は、良質な支持層上に設けることが原則となり
ますが、現場等の条件によっては軟弱地盤等で必要地耐力が期待
できない場合も考えられます。宅地防災ではそのような場合の対策
として、地盤の安定処理または良質土による置換を行って、その上
に直接基礎を設ける方法についても記載されています。
平成19年版では具体的な計算方法についての記載はありません
でしたが、今回の改訂で改良地盤上の直接基礎における改良幅に
ついての計算式が記載されました。

図4　改良幅の算出

おわりに

UC-1 Engineer’s Suite 仮設土工スイートでは、「擁壁の設計・3D
配筋」のVer.10.1において、今回の改訂内容に対応しており、「控え
壁式擁壁の設計計算」でも次回のバージョンアップでの対応を予定し
ています。今後も迅速な基準改定への対応をはじめ、様々な機能改
善や機能拡張を行って参ります。

Suite

Advanced Suite

土留め工の設計・3DCAD BOXカルバートの設計・
3D配筋

S :¥1,419,000
（税抜1,290,000）

F :¥1,674,420
（税抜1,522,200）

たて込み簡易土留めの設計計算 擁壁の設計・3D配筋

仮設構台の設計・3DCAD 斜面の安定計算

二重締切工の設計・3DCAD 圧密沈下の計算

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
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製品概要

本製品は鋼道路橋の連続合成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。

図1　メイン画面 図2　横断面図

基本機能

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。

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

表1　基本機能

計算機能

・断面計算
床版と鋼桁の合成作用について照査を行います。合成前、合成

後の死荷重、活荷重応力度の照査、クリープ、乾燥収縮、温度差の
影響の照査に対応し、それぞれの合成作用の照査は、断面表画面
の応力種別を切り替えることで確認できます。

図3　断面表画面

・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。なお、断面の自動
決定後に、手動による修正を行って再検討することも可能です。

図4　自動決定の設定画面

図5　断面力図

・数量計算、工費計算
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。また、請負工事費、材料費内訳や製作費内訳の
計算を行います。部材ごとの単位質量や係数、及び材料単価や工
数単価は、手動での入力による変更が可能です。なお、これらの計
算は格子計算時や断面計算時などに自動で行われます。

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、鋼材種類にSBHS400/SBHS400W/
SBHS500/SBHS500Wを追加しました。

橋梁上部工

連続合成桁の概略設計計算
（部分係数法・H29道示対応）
変形法による格子解析、断面最適化、積算の一連処理を行う 連続合成鈑桁・箱桁の概略設計計算プログラム
●新規価格 462,000円（税抜420,000円）
●リリース 2022年9月
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製品概要

本製品は、平成29年道路橋示方書に準拠した桁かかり長、縁端拡

幅、落橋防止構造、変位制限構造、段差防止構造の設計計算にあわせ、

設計対象の図面作成および3Dモデル表示に対応したプログラムです。

以下に本製品の機能についてご紹介します。

基本機能

本製品では、下記に示す落橋防止システムの設計計算及び図面

作成、3Dモデル表示に対応しています。

機能 図面 3D表示

桁かかり長 必要桁かかり長の算定 － －

縁端拡幅
鉄筋コンクリートよる縁端拡幅 ○ ○（※）

鋼製ブラケットによる縁端拡幅 ○ ○

落橋防止
構造

鉄筋コンクリート壁 ○ ○（※）

PCケーブル（主桁-主桁） ○ ○

PCケーブル（主桁-胸壁） ○ ○

PCケーブル（主桁-鋼製アングル） ○ ○

横変位拘束
構造

変位制限壁 ○ ○（※）

アンカーバー ○ ○

段差防止
構造

段差防止構造の照査 ○ ○

表1　基本機能

【適用基準】

・道路橋示方書　Ⅰ～Ⅴ　平成29年11月（公社）日本道路協会 

【参考文献】

・「既設橋梁の耐震補強設計工法事例集」

  平成17年4月（財）海洋架橋・橋梁調査会

・「道路橋の耐震設計に関する資料」 平成9年3月 日本道路協会

・「兵庫県南部地震により被災した道路橋の復旧に係る仕様」

  の準用に関する参考資料（案） 

  平成7年6月 社団法人 日本道路協会

・「設計要領　第２集　橋梁建設編」 

  平成26年7月 東・中・西日本高速道路株式会社

3面図及び3Dモデル表示に対応

本製品では、設計対象を2Dの3面図および3Dモデルとして表示す

ることができます。旧製品（「落橋防止システムの設計計算（部分係数

法・H29道示対応） Ver.3」）と比べ、各モデルにおける入力形状を視覚

的に確認することが可能となりました。

図1　メイン画面

また、弊社では、BIM/CIM（Building/ Construction Information 

Modeling/Management）を推進しており、本製品においても、3Dモデ

ルの寸法表示、属性表示に対応しています。また、3Dモデルを「DXF

（*.dxf）」、「DWG（*.dwg）」形式で出力、「BMP（*.bmp）」、「3DS

（*.3ds）」、「VRML（*.wrl）」、「Allplan（*.a）」、「IFC（*.ifc）」形式でエ

クスポートすることが可能です。

図2　3Dモデル表示例

図面生成に対応

本製品では、図面作成およびIFC変換ツールと連動した3Dモデル

表示にも対応しています。鉄筋コンクリート部材では、配筋を3Dモデ

ルとして生成することができます。また、BIM/CIM推進の一環として

IFCファイル形式のモデルエクスポートにも対応しています。

図3　画面生成例 図4　3DモデルIFC変換ツールとの連動

落橋防止システムの設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応）
桁かかり長、縁端拡幅、落橋防止構造、変位制限壁等の落橋防止システムの設計計算、図形作成プログラム

●新規価格 154,000円（税抜140,000円）
●リリース 2022年9月

橋梁上部工

3D PDF
電子納品
IFC

SXF3.1

3DA対応

計算・CAD統合

3D配筋対応

※3D配筋対応 
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橋台の設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応） Ver.6
逆Ｔ式橋台、重力式橋台の設計計算、図面作成プログラム

製品改訂内容

「橋台の設計・3D配筋（部分係数法・H29道示対応）　Ver.6」で

は、以下の機能追加、拡張を行いました。

１．落橋防止作動時の照査

２．橋台一括入力機能の追加

３．杭配置本数の拡張

４．直接基礎の鉛直支持力の拡張

以下にその機能概要についてご紹介いたします。上記以外にも上

部工水平反力（温度時、風荷重時）の作用位置の指定やkhp直接指

定等の要望対応も行っています。

落橋防止作動時の照査

「設計要領第二集　橋梁建設編　平成28年8月」に記載されてい

る落橋防止作動時の安定性照査及び部材の照査について、平成29

年道路橋示方書の基準にて検討可能としました。落橋防止作動時の

照査は、レベル2地震動に対する照査を行わない橋台の場合におい

ても照査を行うことが規定されています。本機能により、落橋防止作

動時における安定照査および各部材の照査をより簡単に行うことが

可能となります。落橋防止作動時の照査においては、表１のように荷

重状態として、土圧はEQ無しの土圧，慣性力は考慮しない，設計用

地震力は1.5Rdの水平荷重を考慮して直接基礎及び杭基礎の安定

性照査を行います。部材照査については、偶発作用時として部材・構

造係数等を考慮した部材照査を行います。

項目 平成24年道路橋示方書に準拠
した落橋防止作動時の照査

平成29年道路橋示方書に準拠
した落橋防止作動時の照査

土圧 常時土圧 EQ無し土圧

慣性力 考慮しない 考慮しない

設計用
地震力

1.5Rd 1.5Rd
（荷重係数・組合せ係数を考慮しない）

部材照査 降伏曲げモーメント以下
せん断耐力以下

限界状態１，３を満たす
部材係数等は偶発作用

直接基礎
支持力の安全率1.0

せん断抵抗力の安全率1.0
転倒モーメントは底版内

鉛直荷重は限界状態1を使用※
水平荷重は限界状態3を使用※
転倒モーメントは底版内

※調査・解析係数、部材・抵抗係数を指定

杭基礎 レベル2地震時の照査 レベル２地震時の照査

表1　落橋防止作動時の照査

杭基礎の安定性照査は、「基礎の設計・3D配筋（部分係数法・H29

道示対応）」との連動における偶発作用（レベル2地震動）の機能を用

いて計算します。杭基礎設計時の偶発作用（レベル２地震動）と落橋

防止作動時の同時検討については、基礎工製品での対応も必要とな

るため今後のバージョンアップで対応予定です。

橋台一括入力機能の追加

「震度算出（支承設計）（部分係数法・H29道示対応）」（以下、「震度算

出（支承設計）」）の設計データを新規作成する場合、A1橋台，A2橋台を

作成する度に震度連携ファイル（*.PFU）に橋台設計データを保存してい

ましたが、橋台側で一括で入力する機能を追加しました。新規作成時に

橋台製品を２回立ち上げることなく「震度算出（支承設計）」に必要なA1

橋台とA2橋台を同時に作成し、面倒であったモードを切り替える操作を

省くことができます。また、A1橋台とA2橋台のコピー機能により、データ

入力をより省力化できます。

A1橋台、A2橋台一括入力
橋台製品で作成

・形状タイプ
・基礎形状
・形状寸法
・上部工反力

A
橋

保存

震度算出ファイル（PFU）

読込

震度算出（支承設計）
・固有周期
・分担重量
・設計震度の算出

図1　橋台一括入力機能

杭配置本数の拡張

杭基礎については、杭配置として30行×30列であった制限を緩和し

て100行×100列（最大1000本）の杭配置を行えるようになりました。こ

れにより、橋台幅が30mを超えるような幅の広いフーチングにおいて、

杭が30列を超えるような場合にも検討可能となりました。また、杭配置

については、2.5×杭径以上の杭中心間隔にて配置することが基本です

が、杭径が小さい場合はこれまでの上限の30列では制限にかかること

も多く、今回の制限の緩和により、これまで計算不可となっていた杭基

礎配置でも計算が可能となります。

直接基礎の鉛直支持力の拡張

「平成29年道路橋示方書Ⅳ 下部工編」（以下、道示Ⅳ）の直接基

礎において、岩盤を支持層とする場合の鉛直荷重に対する支持の限

界状態１は、鉛直地盤反力度による照査を行うことが規定されていま

す。岩盤の鉛直地盤反力度は、道示Ⅳ P.211の表-解9.5.1に記載され

ているように岩盤の分類の目安について一軸圧縮強度による分類を

行っていますが、軟岩の場合にその目安の値とならない場合がありま

す。Ver.6では、このような場合でも設計者の意向を反映できるように

選択を用意し、支持層が岩盤の場合でも鉛直支持力による照査を可

能としています。

橋梁下部工

●新規価格 363,000円（税抜330,000円）
●リリース 2022年9月

3D PDF
電子納品
IFC

SXF3.1

3DA対応

計算・CAD統合

3D配筋対応

橋台の設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応）セミナー
日時：2022年11月04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）
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橋脚の設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応） Ver.6
各種形状・形式に対応した単柱式RC橋脚の耐震設計、図面作成プログラム

Ver.6の改訂内容

「橋脚の設計・3D配筋（部分係数法・H29道示対応） Ver.6」では、

主に下記の機能追加、拡張を行っています。

・鋼管矢板基礎リアルタイム連動

・震度連携機能の拡張

・基礎連動機能の拡張

今回はこれらの機能概要についてご紹介いたします。

鋼管矢板基礎

Ver.5の改訂においては、基礎形式にケーソン基礎が追加され、「基

礎の設計・3D配筋（部分係数法・H29道示対応）」（以下、基礎製品）との

リアルタイム連動が可能となりましたが、Ver.6では新たに鋼管矢板基

礎が追加されます。これにより、図2のような手動での基礎連動用XML

ファイルのインポート／エクスポートによる方法から、杭基礎・ケーソン基

礎等と同様にリアルタイム連動で一連の設計を行うことが可能となりま

した。また、メイン画面の3Dモデル表示についても図3のように橋脚部と

鋼管矢板基礎部を併せて確認することができます。もちろん連動したま

ま震度連携まで行うことも可能ですので、利便性が更に向上します。
※鋼管矢板基礎リアルタイム連動を行うには、基礎製品の対応版Ver.6.1.0以

　　 降が必要です。

図1　初期入力画面ー基礎形式

図2　従来の設計イメージ 図3　3Dモデルイメージ

震度連携機能の拡張

「震度算出（支承設計）（部分係数法・H29道示対応）」（以下、震度

製品）との連携について、Ver.6では下記の機能を新たに追加します。

機能（1）　震度製品で作成した橋脚データを本製品から読込み

機能（2）　震度製品で作成した橋脚データを本製品のデータへ変換

機能（3）　震度製品から連携中の橋脚データを直接起動

（1）については、震度製品の単独機能で作成済の橋脚データを

本製品から直接読込みが行えるようになります。Ver.6初版では、図

5のタイプを対象とし、下記のデータを読込みますが、将来的には全

てのデータ読込に対応予定です。操作方法は、図4の「震度連携」メ

ニューから「その他データ取込－橋脚データ」を選択して下さい。

・外形形状（はり、柱、フーチング）

・材質、配筋情報

・鉛直死荷重反力、慣性力作用位置

・重要度区分、地盤種別、地域区分

（2）については、震度製品の関連記事（P.38）をご覧下さい。

（3）については、震度製品に登録済のデータから本製品を直接起

動します。これにより、類似ファイルが複数存在する場合などのデータ

の取り違えがなくなり、データが反映されない、データの場所がわか

らないなどの問題を解消することができます。

図4　その他のデータ取込（橋脚データ）

図5　読込対象のタイプ

基礎連動機能の拡張

基礎製品との連動については、新たに下記の機能を追加します。

機能（1）　基礎の照査に用いる設計水平震度khpの直接指定

図6のように、橋軸方向・橋軸直角方向について、khpを直接指定する

ことが可能となります。例えば、壁式橋脚の直角方向など、橋脚から作用

する荷重の上限値を別途考慮したい場合になどに利用できます。

機能（2）　連動対象製品の表示

図7のボタンにより、現在連動中の基礎製品を最前面に表示すること

ができます。複数の製品を起動し連動している場合などに、目的の連動

対象製品を素早く見つけることができます。

図6　khpの直接指定

図7　連動対象の表示

その他の対応項目

Ver.6では、これまでご紹介してきた機能以外にも複数の機能拡張
や改善、要望対応を行っています。今後も引き続き、お客様のご要望
にお応えできるよう拡張・改善を進めてまいります。

橋梁下部工

3D PDF
電子納品
IFC

SXF3.1

3DA対応

計算・CAD統合

3D配筋対応

●新規価格 396,000円（税抜360,000円）
●リリース 2022年9月
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震度算出（支承設計）
（部分係数法・H29道示対応） Ver.6
複数振動系を有する橋梁の静的フレーム法による震度算出プログラム

Ver.6改訂内容

「震度算出（支承設計）（部分係数法・H29道示対応） Ver.6」では、
主に下記の機能追加、拡張を行いました。
・永続、変動作用時の免震支承の等価剛性算定機能に対応
・地震時保有水平耐力に相当する設計水平震度の算定に対応
・下部構造連携機能の拡張
以降に、対応内容の概要をご紹介いたします。

永続、変動作用時の免震支承の等価剛性算定機能

永続作用時、変動作用時の免
震支承の等価剛性算定に対応し
ました。
「道路橋支承便覧 平成30年
12月（公益社団法人 日本道路協
会）」4.4章に準じて、温度変化
の影響、乾燥収縮による影響、ク
リープによる影響、風荷重の影
響による等価剛性を算定します。

地震時保有水平耐力に相当する設計水平震度の算定

単柱橋脚において、平成29年道路橋示方書Ⅴ耐震設計編（以下、道
示） P29に記載される「khc：橋脚に許容される塑性化の程度に応じて、
設計上必要とされる最低限の地震時保有水平耐力に相当する設計水
平震度」を算定します。道示には、具体的な算定方法の記載はありませ
んので、下記の資料を参考に算定します。
・「平成29年道路橋示方書に基づく道路橋の設計計算例」P514
・「道路橋示方書　質問回答集」V編2章 橋の耐震設計の基本khc = k h

（ lsd －1） ≧ 0.4c2zμ𝑙𝑠𝑑 ：各限界状態に対応する水平変位の制限値の塑性率kⅡℎ ：道示4.1.6 に規定されるレベル2 地震動の設計水平震度C2z ：道示3.4 に規定されるレベル2 地震動の地域別補正係数
下部構造連携機能の拡張

下部構造プロダクトとの連携機能強化として、下記の機能をサポー
トします。
（1）　震度算出で作成した橋脚データを「橋脚の設計・3D配筋（部 
　　　   分係数法・H29道示対応）」（以下、橋脚の設計）データへ変換

震度算出内の下部構造形状登録機能を用いて作成された単柱橋
脚データを「橋脚の設計」データへ変換し、追加登録を行う機能で
す。震度算出内の橋脚形状にて簡易的検討を行った後、「橋脚の設
計」を使用して詳細設計に移行する場合などにご利用いただけます。
Ver.6.0.0では、下記のデータが反映されます。それ以外のデータは、
「橋脚の設計」の初期データが適用されます。
・外形形状（梁、柱、フーチング形状）
・配筋情報（入力されている場合）

・材質（ヤング係数、単位体積重量）
・鉛直死荷重反力値
・慣性力作用位置
・重要度区分、地盤種別、地域区分
※基礎の情報は変換対象に含まれません。

追加登録を行っただけでは、震度算出内で計算する事はできませ
ん。一度、「橋脚の設計」で読込を行い、剛性モデルを生成する事で
計算が可能になります。
（2）　連携中の橋脚データからの「橋脚の設計」を直接起動
震度算出データファイル（*.PFU）に登録されている「橋脚の設計」

データを選択して、「橋脚の設計」を起動し、選択されているデータ
の読込までを自動で行う機能です。震度算出および下部工製品を連
携させた設計業務を効率化します。Ver.6.0.0では、「橋脚の設計」の
みが起動可能な対象ですが、今後、「橋台の設計・3D配筋（部分係数
法・H29道示対応）」「ラーメン橋脚の設計計算（部分係数法・H29道
示対応）」など、全ての連携プロダクトの起動ができるように拡張致し
ます。

図2　橋脚の設計 直接起動

その他の改定内容

ご紹介した内容の他にもご要望を反映した改訂を行っております。
・上下線完全分離構造への対応（図3）
・上部構造形状入力　高欄形状の拡張（図4）
・下部構造形状入力　杭基礎の軸方向ばね自動算定対応

Aライン Aライン

Bライン Bライン

図3　完全分離構造

図4　壁高欄形状拡張

橋梁下部工

3D PDF

電子納品

●新規価格 256,300円（税抜233,000円）
●リリース 2022年9月

開始

支承変位Ubの仮定

変位Ubにより
等価剛性算定

等価剛性を用いて
変位Ub’を算定

Ub = Ub’

終了
OK

NO

図1　等価剛性算定の流れ
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斜面の安定計算 Ver.14
各種設計基準類にて規定される各種土構造物・地すべり解析・
防災対策・河川構造物の設計等に対応した斜面安定解析システム

はじめに

斜面の安定計算は、各種設計基準類により、湛水条件における土構
造物の土中水状態を自動設定する解析プログラムです。斜面安定解
析／逆解析（逆算法）の基本解析、或いは法面工の景観設計を基本機
能とし、各種対策工の設計計算機能を付加しております。斜面の安定
計算 Ver.14では、新基準として『宅地防災マニュアル』への対応や、
対策工における『のり枠工（限界状態設計法）でのせん断補強筋を省
略した計算』、『補強材および鉄筋の登録種別拡張』、『必要抑止力
の任意設定』などに対応しました。また、BIM/CIM対応への一環として
『LandXMLを用いた計算対象範囲の生成』に対応しました。

宅地防災マニュアルに対応

Lite版の改定として、宅地防災マニュアル 令和4年2月 ぎょうせいの
「盛土のり面の安定性検討」（図1）および「軟弱地盤対策の検討」（図
2）に対応しました。本指針への対応により、昨今の頻発地震や液状化
などによる地盤の強度劣化を想定した、宅地造成エリアにおける安定
性の検討が可能になります。また、本指針の適用におきましても、他の
指針と同様に設計画面において適用基準を選択することで計算に必要
な様 な々パラメータの初期値が自動セットされますので、対象物をモデ
リングいただくだけで安定性の検討が可能となっています。

図1　設計条件画面　宅地造成 図2　設計条件画面　軟弱地盤対策

せん断補強筋を省略した計算に対応他

Standard版の改定として、対策工における『のり枠工の登録鉄筋種
別テーブルの拡張』（図3）や『のり枠工（限界状態設計法）でのせん断
補強筋を省略した計算』（図4）、『切土補強土工における補強部材テー
ブルの拡張』、『必要抑止力の任意設定』に対応しました。鉄筋種別や
補強材テーブルの拡張により、検討部材ごとの比較検討が可能になり
ます。また、せん断鉄筋の有無や必要抑止力の任意設定など細かなレ
ベルでの設定が行えることから、設計の幅が各段に向上したと同時に
設計者様の意図を設計へ色濃く反映することが可能になります。

図3　のり枠工の鉄筋材料登録画面

図4　せん断補強鉄筋の設定

LandXMLによる計算対象範囲生成機能に対応

Advanced版の改定として、LandXMLによる計算対象範囲生成

機能に対応しました。本機能は、LandXMLデータから指定した位

置の2次元断面を計算対象範囲のブロックとして取得するもので

す。LandXMLデータを読み込むと、読み込んだ地形データがコン

タ図で表示されます（図5）。計算対象範囲とする断面位置は座標

値入力またはマウスのドラッグで指定することができます。これによ

り実状に則した検討モデルによる安定性の検討が可能になります。

図5　LandXMLデータの読み込み画面

また、「3D View」機能を活用することで、3次元空間上で断面位

置を確認することができるウインドウ（図6）を開きながら断面位置

を指定することが可能です。この「3D View」は、LandXMLデータ

の3次元モデルに地理院タイルから取得した画像を重ね合わせるこ

とができますので、検討段階における視覚イメージの促進や説明

資料におけるイメージ図の作成に活用いただけます。

図6　「3D View」ウインドウ

おわりに

今回ご紹介しました改定内容に加え、計算書の出力内容改善や

安全率表示桁数の任意設定など、利便性の向上を目的とした様々

な機能改善および拡張を行っています。どうぞご利用ください。

道路土工

3D PDF

電子納品

3DA対応

斜面の安定計算セミナー
日時：2022年10月07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：435,600円（税抜396,000円）
　　　　　　Standard：394,900円（税抜359,000円）
　　　　　　Lite：312,400円（税抜284,000円）
●リリース 2022年8月25日

SXF3.1
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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 仮設構台」をリリースしました。本シリーズはWebアプリケー
ションのため、イン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、下記のようなクラウド利用による様 な々
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

NEW!

図1　UC-1 Cloud 自動設計シリーズ

図2　UC-1 Cloud 自動設計 仮設構台

図3　UC-1 Cloud 利用イメージ

計算仕様

本製品の基本的な計算仕様は表1のとおりです。形式は「乗入れ
構台、仮桟橋」および「路面覆工」に対応しております。「路面覆工」
は両端に壁体がある構造となりますが、二径間の場合は両壁体の中
間部に支柱がある形式となりますので、支柱部については後述する自
動設計の対象とすることができます。

適用基準 ・建築学会（平成26年）
・土木（道示、首公、仮設指針）

対応形式 ・乗入れ構台、仮桟橋
・路面覆工

構台タイプ ・タイプⅠ（幅員と主桁が直交）

壁体（路面覆工）
・鋼矢板
・親杭横矢板

計算内容

・主桁（覆工受桁）の照査
・桁受け（はり）の照査
・水平継材の照査
・垂直・水平ブレースの照査

その他 ・「仮設構台の設計･3DCAD」データファイル（*.F8K）のエ
クスポート機能

表1　計算仕様

自動設計

UC-1「仮設構台の設計・3DCAD」では、形状を入力し、その形状に
対して各部材の鋼材などを決定しますが、本製品の自動設計では、図
4に示したように、最小限の基本条件と支柱条件（間隔・本数）、架構
条件（間隔・本数）、計算対象とする各部材の鋼材候補などを設定しま
す。計算実行すると、全検討ケースの中から全ての照査結果がOKと
なる結果を抽出し、さらに支柱や架構本数が最小となる形状や鋼材候
補の条件を満たしたケースを選定できます。本製品では一度の計算
で、指定した支柱や架構の最小間隔（本数）から最大間隔（本数）まで
全ての結果を確認できますので、より効率的な検討が可能です。支柱
条件と架構条件は同時に自動設計の対象とすることができ、架構につ
いては設置しない（0本）といった条件も候補にすることができます。ま
た、本製品では自動設計後に指定した計算条件についてUC-1「仮設
構台の設計・3DCAD」データファイル（*.F8K）をエクスポートできます
ので、エクスポートしたデータファイルを同製品で読み込み、詳細設計
や計算書、図面の出力を行うことが可能です。

START

【計算条件】

【計算条件】

・基本条件
・支柱間隔・本数（Max, Min）
・架構間隔・本数（Max, Min）
・各部材の鋼材候補

計算実行

・主桁（覆工受桁）の照査
・桁受け（はり）の照査
・水平継材の照査
・垂直・水平ブレーズ照査

END

全照査結果がOKとなる条件を抽出し、
支柱本数や架構本数が最小となる形状および
各部材の鋼材を自動決定する。

図4　自動設計

UC-1 Cloud 自動設計 仮設構台
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

●新規価格 193,600円（税抜176,000円）
●リリース 2022年8月
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●新規価格 193,600円（税抜176,000円）
●リリース 2022年10月

UC-1 BIM/CIMツール
BIM／CIM対応の3D統合モデルを作成

機能概要

国土交通省では、小規模を除く全ての公共工事において「BIM/CIM
原則適用」に向け、段階的な拡大を図っており、3Dモデルの活用が急
速に進められています。昨今のBIM/CIM推進により、3Dモデルでの納
品が必須となってきていることから、短時間で容易に3Dモデルの統合
空間を作成できるツールの開発が求められています。
本製品は、LandXML地形上にIFC 形式構造物や植栽等の3DSモデ

ルを設置した統合モデルを作成することができます。これを閲覧しなが
ら、構造物の配置や景観の検討に活用することを想定しています。
本製品にて搭載している機能は以下となります。
・IFCファイルインポート・エクスポート、属性情報の編集・追加
・LandXML インポート・エクスポート、地形編集
・構造物の新規入力・編集
・構造物の任意断面、距離・面積・体積表示、情報表示
・計算書、台帳等のリンク
・3Dモデル配置機能
・UC-1シリーズ連携機能
上記主要機能について、以下で説明いたします。

図1　LandXML地形上にIFC形式構造物を配置した統合モデル

IFC/LandXMLファイルインポート・エクスポート機能

本製品では、IFCファイルのインポート・エクスポート及び、
LandXMLファイルのインポート・エクスポートが可能となっています。
インポートされたIFCファイルは図2の画面にて、表示色・テクスチャ
の設定の他、属性を編集・追加することができます。
また、インポートされたLandXMLファイルは、図3のようにTin座標
に変換を行い、Tin座標を直接マウスで移動することにより、編集する
ことができます。

図2　IFCファイル編集画面

図3　LandXML Tin座標編集画面

構造物の新規入力

構造物をパラメトリックに入力し、3Dモデルを作成して配置することが
できます。
パラメトリック入力ができるモデルは以下となります。
・橋梁下部工
  ラーメン式橋脚・橋脚・逆T式橋台・重力式橋台
・道路土工
  逆T型擁壁・L型擁壁・BOXカルバート
・橋梁上部工
  箱桁・中空床版・T桁・合成桁・鋼橋箱桁・鋼橋I桁
橋梁上部工では図5のように縦断線形を設定することにより、縦断線

形を考慮した3Dモデルを作成し配置することができます。

図4　構造物パラメトリック入力画面

図5　橋梁上部工縦断線形設定画面

CG・VR
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柔構造樋門の設計・3D配筋 Ver.16
柔構造樋門本体の縦方向の設計計算を支援するプログラム

改訂内容

今回の改訂では、主に下記の対応を行いました。
・沈下量計算時の堤防盛土荷重スライス機能拡張
・剛支持モデルでの沈下量算出
・門柱の計算結果一覧表出力改善
今回はこれらの機能概要についてご紹介します。

沈下量計算時の堤防盛土荷重スライス機能拡張

即時沈下量は「柔構造樋門設計の手引き」の式（1-5-7）（P.84）より、
下式で算出しています。

 
Six = −3𝑎𝑖・𝑞𝑖𝐸𝑚・𝜋n

𝑖=𝑙 ・ log sin(tan−1 𝑎𝑖𝐻) ・{1.0− 0.75𝜋 [ 1 + 𝑥𝑎𝑖 log 1 + 𝑥𝑎𝑖 + 1− 𝑥𝑎𝑖 log 1− 𝑥𝑎𝑖 ]} （t

ここに、
Six：函軸方向xの位置の基礎地盤の即時沈下量（m）
qi：盛土荷重（kN/m2）
Em：地盤の換算変形係数（kN/m2）
2ai：載荷幅（m）
H：即時沈下の影響を考慮する深さ（m）
n：等分布荷重数
x：それぞれの等分布荷重のセンターからの距離（m）
この式で使用する盛土荷重の載荷幅ai、荷重値qiについて、手引き
では図1のように盛土形状を横方向にスライスしたモデル図が示され
ています。

q2

2a2

q1

2a1

図1　即時沈下の盛土の計算モデル

Ver.15以前は、盛土が単純な台形形状の場合は横方向にスライスし

ますが、複雑な形状に対しては縦方向にスライスする仕様としていまし

た。複雑な形状とは、盛土形状を水平にスライスしたときの交点が3箇

所以上ある場合、または盛土底面が水平でない場合です。Ver.16では

この使い分けをなくして、どのような形状に対しても横方向にスライス

するようにしました。常に横方向分割とすることで、手引きのモデル図

に近いスライス方法で即時沈下の計算を行うことができます。また、形

状により分割方法が変化することがなくなりました。なお、基本条件の

スイッチによりVer.15以前の方法でスライスすることも可能です。

横方向スライスによる計算モデルは、堤体形状を上下水平の台形要

素で分割し、各台形要素をその重心位置が一致する等分布荷重に置

換えます。図2は、複雑な形状の盛土ブロックを等分布荷重に変換する

イメージを示したものです。

任意盛土形状

台形分割
台形①

台形⑤ 台形④

台形③

台形②

等分布荷重変換

荷重③

荷重① 荷重②

荷重⑤
荷重④

図2　横方向スライスによる計算モデル

剛支持モデルでの沈下量算出

Ver.15以前は、剛支持モデルの場合、計算に使用しない沈下量を計
算対象にしていませんでした。これに対して、剛支持と判定した沈下量
を出力したいとのご要望が寄せられていました。Ver.16では剛支持の
場合でも沈下量の計算を可能にしました。図3に示した基本条件の「剛
支持時に沈下量を確認する」にチェックを付けることで、剛支持モデル
においても沈下量を計算します。また、沈下量を直接入力する場合は、
柔支持と同様に直接入力した位置での照査を行います。これにより、柔
支持、剛支持とも同じ照査点で断面力を抽出し照査することが可能に
なります。

図3　基本条件

門柱の計算結果一覧表出力改善

門柱の曲げ応力度結果一覧は、結果値÷許容値の比率が最も大

きいケースについて表示しています。Ver.15以前は、曲げ応力度と

最小鉄筋量照査を含めて抽出していましたが、Ver.16では、最小

鉄筋量照査がOKの場合は曲げ応力度が最も厳しいケースを抽出

するように改善しました。これにより、全ての照査がOKの場合は曲

げ応力度のみに着目した厳しいケースが表示されます。

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 462,000円（税抜420,000円）
●リリース 2022年9月

柔構造樋門の設計・3D配筋セミナー
日時：2022年12月06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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UC-Draw 3DCAD 
土木専用2次元汎用CAD、朱書き機能対応版
建築CAD図面作成要領（案）（平成14年11月改訂版）対応

機能概要

本製品では、従来のUC-Drawに対して下記の機能追加、拡張を
行っています。
・3Dオブジェクトへの対応
・操作性改善
今回はこれらの機能概要についてご紹介いたします。

3Dオブジェクトへの対応

従来は2Dオブジェクトを作図対象としていましたが、本製品では3D
オブジェクト（面、ソリッド、サーフェス）を作図対象に加えています。
この対応により、2次元CADであったUC-Draw で、3Dオブジェクト
の「作成」「編集」「ファイル入出力」が可能となり、3次元CADとして
もご利用頂けるようになりました。

図1　メイン画面

また、「2Dオブジェクトから3Dオブジェクト」、「3Dオブジェクトから
2Dオブジェクト」を作成することができるようになりました。
・3Dオブジェクトの作成
3Dオブジェクトは「押し出し」「スイープ」等で作成することができま

す。その場合に使用する「断面」を2Dオブジェクトで作成、または既存
の図形から選択後に、「押し出し量」「パス」を指定することで容易に
3Dオブジェクトを作成することができます。

2Dで断面を作成 3Dオブジェクト作成押し出し量を設定

図2　3Dオブジェクトの作成

弊社の製品で、同様の3Dオブジェクトを作成することができる「3D
配筋CAD」がありますが、「断面」を「数値入力」で作成している為、既
存図面から作成する場合でも、断面情報の入力が必要になります。本
製品では、2Dオブジェクトの既存図面を利用して「断面」の作成が可
能ですので、より効率的な作成が可能となります。

図3　「3D配筋CAD」の断面作成

・断面図、外形図の作成
3Dオブジェクトから「断面図」「外形図」を作成することができます。

「断面図」では「断面の位置」と「視線方向」、「外形図」では「視線方
向」を指定することで、2Dの図形を作成することができます。

3Dオブジェクトの断面配置 2Dオブジェクト作成

図4　断面図の作成

操作性改善

操作性改善として下記の機能追加、改善を行っています。
・躯体寸法線の一括作図
従来は躯体寸法線を「引出方向」「表示段数」ごとに作図していま

したが、本製品では少ない操作（躯体を選択、寸法線の引出方向を
マウスクリック）により、一括で作成する機能に対応しました。
「図4」（右側）の躯体寸法線を作図する場合、従来は「引出方向」

「表示段数」ごとに4回のコマンドで作図する必要がありましたが、本
製品ではこの機能により1回のコマンドで作成することができ、効率良
く躯体寸法線を作図することができます。

図5　一括作図

・数値入力
従来の「数値入力」「ガイド」は、メインウィンドウ下の「作図編集入力

バー」にある為、操作時に「図面ウィンドウ」と「作図編集入力バー」で
視線の移動が必要でしたが、本製品ではマウスカーソル位置に「数値
入力」「ガイド」を表示することができるようにして、視線を移動するこ
となく「数値入力」「ガイド」を容易に確認できるようにしました。

図6　数値入力

その他の改善内容

本製品では、これまでご紹介してきた以外にも、従来のUC-Draw
に対して機能改善や要望対応を行っています。
・複数スケールシートのオブジェクト複写
・表示速度の高速化
・要素情報ウィンドウ
今後も引き続き、お客様のご要望にお応えできるよう改善を進めて

まいります。

CAD／CIM

●新規価格 157,300円（税抜143,000円）
●リリース 2022年9月

3D PDF

電子納品

SXF3.1
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スイートデータ消去 Ver.2
ADEC（データ適正消去実行証明協議会）の認証に適合したデータ消去ツール

データ消去履歴の管理機能

「スイートデータ消去 Ver.2」では、データ消去履歴の管理機能に対応
いたしました。本機能により、機器ごとの消去履歴の管理が可能となり、
機器を廃棄する際の消去漏れによるデータ流出等の事故を未然に防ぐ
ことができます。また、消去履歴は弊社のクラウドサーバ上に保存され、
主要なWebブラウザから閲覧・操作が可能なため、インターネット環境が
あればPC、スマートフォン、タブレット等、デバイスを選ばず利用可能で
す。以下に主な機能概要についてご紹介いたします。

消去業務の管理機能

予め消去業務（業務件名や消去台数）を定義しておくことで台数分
の消去番号が自動的に発行され、業務ごとの消去状況を確認できる
ようになります。

図1　消去業務の作成画面および消去履歴の一覧画面

管理ラベルによる消去状況の照合機能

消去番号ごとの管理ラベルを印刷、対象機器に貼り付けることで、
管理ラベルに印字されたQRコードから現物ベースで機器の消去状況
を照合できます。管理ラベルはPDFファイルとしてダウンロードでき、
市販の各種ラベルに印刷してご利用いただけます。

（1）管理ラベルを
　  機器に貼り付け

（2）スマートフォン等で
　  管理ラベルをスキャン

（3）消去履歴を表示

図2　管理ラベルQRコードからの消去状況の照合

アカウントの管理機能

ユーザの管理者にて、担当者ごとのアカウントを発行、管理するこ
とが可能です。これにより、データ消去を行った日時とともに担当者
の照合も可能となります。また、先述の消去業務に対して、アカウント

毎に消去履歴の登録や閲覧の権限を設定できます。これにより、例え
ば特定業務の消去履歴のみ許可したゲストアカウントを発行することで、
データ消去の依頼者と消去状況を共有するといったことが可能です。
なお、アカウントや消去業務の作成は任意のため、デフォルトでは

従来バージョンのようにデータ消去のみ行うご利用方法も可能です。
また、厳格に消去履歴を管理したいユーザ向けの機能として、データ
消去時のログインを必須にする、消去業務の選択を必須にするといっ
た設定を管理者が行うこともできます。

図3　アカウントの編集画面 図4　消去業務アクセス権限設定画面

消去履歴の自動登録・更新機能

スイートデータ消去の消去プログラムと連動し、データの消去時に
業務および消去番号を指定することで、自動的に消去履歴の登録・更
新が行えます。また、このときログインしていたアカウントも記録され
るため、いつ誰が消去を行ったかが確認できるようになります。
消去番号の指定はリスト選択／直接入力のほか、対象機器に予め

貼り付けられた管理ラベルのQRコードを読み取って自動入力するこ
とも可能です。

消去履歴のインポート／エクスポート機能

消去履歴はCSVファイルによるインポート／エクスポートに対応し
ています。これによりスイートデータ消去のみならず、他社製のソフト
ウェアや消去プロセス（物理破壊、磁気破壊等）の消去履歴を一元管
理することが可能です。CSVファイルとあわせてデータ消去証明書等
のPDFファイルもインポートできますので、依頼者は証明書とともに
データの消去が確実に履行されていることが確認できます。

図5　消去履歴の詳細画面 図6　モバイル端末からの操作にも対応

Suite

●新規価格 サブスクリプション：198,000円（税抜180,000円）　OS消去対応（USBオプション）：33,000円
 ワンタイムライセンス：880円（税抜800円）　OS消去対応（USBオプション）：1,200円（税抜1,200円）

●リリース 2022年9月
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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

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

CG・VR

／

Shade3D Ver.23

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「道路線形」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
・サーフェスリプリケータ 干渉回避対応
・ポリゴンメッシュの「円」作成ツールを追加
・ポリゴンメッシュの「円柱」作成ツールに「底面を扇状に分割」オプションを追加
・ユーザが機能を自由に登録できるコマンドパレットに、プリセットの複数登録と切り替え機能
・シェーディング表示や図面を選択するクイックメニューの内容を刷新
・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

'22.07.29

Shade3D SDK Ver.2

新規： \88,000（税抜\80,000）

・スイープ曲面作成の追加
・自由曲面パートとスイープ曲面属性に関連した関数の追加
・一部の関数を廃止
・図形ウィンドウで使用するテクスチャサイズを取得、設定する関数の変更（opengl_texture_
size→fi gure_window_texture_size）

'22.08.17

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

FEMLEEG Ver.12

新規（Advanced） ： \1,485,000（税抜\1,350,000）

新規（Standard） ： \1,155,000（税抜\1,050,000）

新規（Lite） ： \550,000（税抜\500,000）

・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

'22.09.05

構造解析／断面

／

UC-1 Cloud 自動設計 RC断面計算 

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

'22.07.29

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
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新製品／新バージョン情報

橋梁上部工

／

鋼床版桁の概略設計計算
（部分係数法・H29道示対応）

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 '22.06.30

連続合成桁の概略設計計算
（部分係数法・H29道示対応） 　▶P.34

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 '22.09

落橋防止システムの設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応） 　▶P.35

新規 ： \154,000（税抜\140,000）

・図面対応
・3Dモデル表示対応
・3Dアトリビュート、3Dアノテーション対応

'22.09

橋梁下部工

／

二柱式橋脚の設計計算
（部分係数法・H29道示対応） Ver.3

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

'22.06.24

橋台の設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応） Ver.6
▶P.36

新規 ： \363,000（税抜\330,000）

・落橋防止作動時の部材照査
・自動形状決定機能拡張
・杭列数拡張

'22.09

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

新規 ： \396,000（税抜\360,000）

・鋼管矢板基礎リアルタイム連動
・震度連携機能拡張
・はり設計機能拡張

'22.09

震度算出（支承設計）
（部分係数法・H29道示対応） Ver.6
▶P.38

新規 ： \256,300（税抜\233,000）

・永続、変動作用時の免震支承の等価剛性算定
・橋脚連携機能拡張
・地震時保有水平耐力に相当する設計水平震度の算定
・最大応答塑性率μｒの算定
・杭基礎の杭軸方向ばね定数の自動計算

'22.09

基礎工

／

基礎の設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応） Ver.6

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（日本圧気技術協会）に対応
・杭基礎：コンクリート打設工法に対応
・杭基礎、鋼管矢板基礎：設計調書改良

'22.08.05

仮設工

／

UC-1 Cloud 自動設計 仮設構台 
▶P.40

新規： \193,600（税抜\176,000）

・自動設計機能による支柱杭間隔や架構間隔の決定、各部材の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・3CAD」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

'22.08.31
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道路土工 

／

斜面の安定計算 Ver.14　▶P.39
新規（Advanced） ： \435,600（税抜\396,000）

新規（Standard） ： \394,900（税抜\359,000）

新規（Lite） ： \312,400（税抜\284,000）

・「宅地防災マニュアル」対応（盛土のり面の安定性の検討および軟弱地盤対策の検討）
・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

'22.08.25

道路土工 

／

BOXカルバートの設計・3D配筋 Ver.21

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

'22.08.31

水工 

／

開水路の設計・3D配筋 Ver.8

 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

 新規 : ¥275,000（税抜\250,000）

・集水桝の安定計算拡張（土砂形状拡張、受働土圧の適用）
・集水桝頂版への載荷荷重指定対応
・マンホール耐震計算における地盤変位算出の水道基準対応
・開口部の一端固定他端単純支持モデルに対応
・図面作成時の矩形頂版の開口数拡張、円形側壁の開口位置任意指定対応　　・64bit対応

'22.07.29

柔構造樋門の設計・3D配筋 Ver.16　▶P.42

 新規 : ¥462,000（税抜\420,000）

・沈下量計算時の堤防盛土荷重スライス機能拡張
・剛支持モデルでの沈下量算出
・門柱の計算結果一覧表出力改善
・本体横方向の鉛直土圧係数算定条件機能拡張
・縦方向：微小な分布荷重による計算誤差対応

'22.09

小規模河川の氾濫推定計算 

 新規 : ¥220,000（税抜\200,000）

・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

'22.09

地盤解析 / 地盤改良

／

圧密沈下の計算 Ver.12

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

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（機械設備工事対応）
Ver.9

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 機械設備工事編 本編・同解説（H31.3）
・工事完成図書の電子納品等要領 機械設備工事編 本編・同解説（H31.3）
・CAD製図基準 機械設備工事編（H29.3）
・デジタル写真管理情報基準（R2.3）
・測量成果電子納品要領（R3.3）
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）（R2.3）
　他全17要領に対応

'22.07.05
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CAD/CIM

／

UC-Draw 3DCAD 　▶P.43

新規 ： ¥157,300（税抜\143,000）

・3DCAD化
・DXF/DWG読み込み改善
・操作性改善

'22.09

UC-1 BIM/CIMツール　▶P.41

新規 ： ¥220,000（税抜\200,000）

・IFCファイルインポート・エクスポート、属性情報の編集・追加
・LandXML インポート・エクスポート、地形編集
・構造物の新規入力・編集
・3Dモデル配置機能

'22.10

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

スイートデータ消去 Ver.2　▶P.44

新規 ： \198,000（税抜\180,000）

・消去履歴管理機能の対応
・消去履歴のインポート／エクスポート機能の対応
・モバイル端末からの操作にも対応

'22.09

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訂と統合
・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
・ケース改訂（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

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

'22.10

BOXカルバートの設計・3D配筋（下水道耐震）
Ver.14

・鉄筋本数入力対応
・側壁配筋入力方法拡張
・3Dパラメトリックツール対応
・配筋入力時の3D配筋確認
・3Dモデルへの属性付加

'22.11

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

'22.12

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ミーティング機能の強化
　・仮想空間上のアバター映像表示改善、立体映像と立体音を再現
　・HololensやWebXR互換デバイスに対応
・3D空間オンラインエディター機能強化

'22.12

UC-1 Engineer's Suite 積算 Ver.9 ・国土交通省土木工事積算基準/標準積算基準書改訂（令和4年）
・新土木積算体系改訂（令和4年）
・概算工費（簡易版）拡張
・施工日数・日当り施工量対応

'22.12

3D配筋CAD Ver.5 ・躯体、鉄筋生成拡張
・躯体、鉄筋編集拡張
・計測機能対応
・IFC入出力拡張
・64bit対応

'22.12

UC-1 Cloud FRAMEマネージャ ・テンプレート利用や最小限の入力によるモデル生成が可能
・クラウドサーバによるデータファイル管理に対応
・UC-1 Cloud 自動設計 RC断面計算との連携に対応

'22.12

Shade3D Ver.24 ・スカルプトモデリング対応
・メタバース対応強化（ボーン構造制作機能強化、VRM入出力対応）
・道路線形強化（縦断線形対応、LandXMLによるデータ交換対応）
・PBRマテリアル強化（追加項目のレンダリング、glTF入出力への反映）
・3Dアノテーション強化
・図面の表示設定インターフェース、カスタムワークスペース強化
・ブロックUIプログラミングツール（別売オプション）
　・児童向け、業務向けインターフェース対応
・BIM/CIM設計照査ツール（別売オプション）
　・IFC4.3対応、編集機能強化

'23.07

UC-win/Road Ver.17 ・Pythonインタフェース追加
・Lane Keep（LKA）機能追加
・リプレイ機能改良
・VISSIM連携強化
・道路モデリング機能改良（アンドゥ・リドゥ機能追加、その他）

'23
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自動設計 仮設構台！

自動設計 仮設構台

新製品紹介 ▶P.40
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

本製品では自動設計後に指定した計算条件について UC-1「仮設構台の設
計・3DCAD」データファイル（*.F8K）をエクスポートできますので、エクスポー
トしたデータファイルを同製品で読み込み、詳細設計や計算書、図面の出
力を行うことが可能です。

●自動設計を強力にサポート
最小限の基本条件と支柱条件（間隔・本数）、架構条件（間隔・本数）、
計算対象とする各部材の鋼材候補などを設定します。計算実行すると、全
検討ケースの中から全ての照査結果が OK となる結果を抽出し、さらに支
柱や架構本数が最小となる形状や鋼材候補の条件を満たしたケースを選定
できます。本製品では一度の計算で、指定した支柱や架構の最小間隔（本数）
から最大間隔（本数）まで全ての結果を確認できますので、より効率的な
検討が可能です。支柱条件と架構条件は同時に自動設計の対象とすること
ができ、架構については設置しない（0 本）といった条件も候補にすること
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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基本ライセンス　\550,000（税込）～

バーチャル店舗で販売・決済
リアル店舗のような便利さを演出！

EC 決済機能

チャル店舗で販売・決済
店舗のような便利さを演出！

EC 決済機能

メンタルヘルスから心拍数まで
健康状態をモニタリング！

健康管理機能空間共有機能

VR 空間をユーザーと共有！

VRモード

ヘッドマウントディスプレイを
利用した没入型の3Dに対応

ログイン機能

来場者管理でユーザ情報取得、
導線の見える化を実現

ログ機能ロ

ユーザの行動
履歴をビッグ
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はじめに
路面舗装されていない道路や雪面での走行、あるいはアスファルト路

面でも急加速・急減速でタイヤに負荷がかかる場合は、タイヤの跡が走

行軌跡として地面に残ります。また、砂が露出している路面では、タイヤ

の回転によって砂煙が生じることもあります。タイヤと路面の自然現象を

VR上に表現することは、リアリティを向上させるためにも必要不可欠で

す。今回は、車両の走行軌跡と砂煙表現に着目して、弊社開発の3DVR

ソフトウェア「UC-win/Road」にて実際に開発した事例をご紹介します。

走行軌跡の表現手法
走行軌跡の表現は、レーシングゲームなどでも多く見かけると思いま

す。軌跡の表現方法としては、（1）未舗装路において、タイヤの圧力により

地面がめり込む量を計算して路面ポリゴンを変化させる方法、（2）タイヤ

が通過した路面に対してタイヤ痕や轍を表現したテクスチャを貼る方法、

の2つが挙げられます。（1）は見た目を重視する場合に有効ですが、描画

負荷が大きくフレームレートが下がる可能性も高くなります。したがって、

今回は（2）の手法で開発を行いました。

テクスチャを貼り付けるためには、タイヤが路面に接着する範囲を把握

する必要があります。タイヤの中心位置とタイヤ幅から接地面を算出し、テ

クスチャを貼り付ける範囲を特定します。なお、タイヤの切れ角や車両の

急加速・急減速による影響も考慮して表現を行っています。

砂煙の表現手法
砂煙の表現は、タイヤの中心位置を起点として砂煙を発生させていま

す。UC-win/Roadには標準機能で火・煙モデルを搭載しており※1、これ

を使用して砂煙が生じているように見せることができます。煙モデルの

色味や煙の移動速度等、詳細な設定が可能となります。

デモンストレーション
ここで、デモンストレーションを行います。タイヤ痕が大きく残り、砂煙が

舞う環境下といえば、モータースポーツを思い浮かべる人も多いのではな

いでしょうか。そこで、車両モデルにラリーカーを使用して走行しました。

VRの作成、車両モデルの走行等すべてUC-win/Roadで行っています。

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20回は、車両の走行軌跡と砂煙表現のシミュレーションについて解説いたします。

車両の走行軌跡と砂煙表現のシミュレーション

システム開発ニュース2020

図1　走行軌跡の表現例

図3　走行軌跡と砂煙を合わせた表現例（1）

図2　砂煙の表現例

図4　走行軌跡と砂煙を合わせた表現例（2）
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走行軌跡を表示した例を図1に示します。アスファルト路面のた

め、路面に貼り付けるテクスチャは黒系のものを使用しました。タイ

ヤ幅に合わせて走行軌跡が作られていることが分かります。

次に、砂煙を表現した例を図2に示します。走行軌跡と同じ位置か

ら煙を発生させ、タイヤの回転により砂が舞い上がっている表現が可

能となります。

最後に、走行軌跡と砂煙を合わせて表現した例を図3、図4に示し

ます。テクスチャは茶系のタイヤ跡を使用しています。砂煙と走行軌

跡を合わせた方が、よりリアリティのある路面を表現可能です。

砂煙が舞うモータースポーツといえば
走行軌跡や砂煙が舞う表現に関連して、弊社がタイトルスポンサー

を務めている「FORUM8 RALLY JAPAN」（以下、ラリージャパン）を

ご紹介いたします。

ラリージャパンとは、世界規模でのモータースポーツであるWRC

（World Rally Championship）※2の日本開催を指し、2022年11月

10日-13日にかけて岐阜県・愛知県で行われます。特徴は、「あらゆ

る路面を駆け抜ける公道最速のモータースポーツ」であることです。

サーキットが主となるF1とは異なり公道が舞台で、舗装路、未舗装

路、雪道・氷道など様 な々環境下で競技を行います。

そのため、未舗装路でのレースでは図5のようにダイナミックに砂

煙が舞い上がる様子は、ラリーの醍醐味とも言えるのではないでしょ

うか。また、砂煙は見た目だけでなく、視界不良や運転席侵入などの

トラブルも引き起こすため、レースに大きな影響を与えます。迫力あ

るWRCをぜひ日本で体験されてみてはいかがでしょうか。

図5　WRCの砂煙

T3Rシミュレーターとの連携
レーシングカーの挙動をリアルに体感頂くために、T3Rシミュレー

ター（以下、T3R）とUC-win/Roadが連携できるよう開発を行いまし

た。図1～図4のように、UC-win/Road上で車両モデルを運転してい

る際の車体の速度・加速度やピッチ・ロール角をT3Rに送信し、挙動さ

せます。T3Rはレーシングカーの挙動を忠実に再現することをコンセプ

トに作られたものであり、路面のうねり、振動、重力加速度を再現する

ものです。

UC-win/RoadとT3Rの連携の様子を図6に示します。弊社展示

ルームにあるT3Rはタイトルスポンサーであるラリージャパンのロゴ

が刻まれている特別なデザインとなります。ラリーで起こるような走行

軌跡・砂煙表現をよりリアルに体感いただくためにも、シミュレーター

との連携は必要です。ぜひ弊社展示ルームでご体験下さい。

図6　UC-win/RoadとT3Rシミュレーターの連携

おわりに
今回は車両の走行軌跡・砂煙のシミュレーションを行い、T3R連携

を行うまでの開発事例をご紹介しました。路面に貼り付けるテクス

チャや煙は自由に変更が可能のため、今回ご紹介した土砂道だけで

なく、雪道やぬかるみのある道でも適用が可能です。今後の開発にご

期待下さい。

注釈

※1：UC-win/Road製品HP
https://www.forum8.co.jp/product/ucwin/road/ucwin-road-1.htm
※2：フォーラムエイトラリージャパンHP
https://rally-japan.jp/
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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.8
はじめに
ERPは「Enterprise Resource Planning」の頭文字から来ていて、

訳しますと「企業資源計画」。企業の持つ資源＝「人」「物」「金」「情

報」を一元管理・有効活用するという考え方、またはそれを実現するた

めのシステムを指しています。

スイートERP
各部門ごとに運用されている業務システムをイメージして下さい。複

数の業務間で情報連携する際に手作業で転記するような非効率が存

在していたり、情報連携に時差があって更新自体が遅れるといった問

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

めのコスト増、予算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。

「人」を管理する人事管理、「物」を管理する在庫管理・生産管理・業

務管理、「金」を管理する販売管理・顧客管理など一つひとつバラバラ

のシステムを使うよりも、1つのシステムでまとめて管理することで全体

の効率化・情報の一元化が可能になります。

スイートERPは、これらの課題を解決します。

GSS／TSG
GSS(Groupware Support System)は、各種ワークフロー、勤怠管

理、予定管理や文書管理など様々な機能を有する汎用的な業務管理

システムです。既にお客様が導入されているシステムへの連携など個

別にカスタマイズしてのご提供が可能です。社員情報、各種申請デー

タ等の連携が可能です。

TSG業務管理システムは、各種業務ごとの進捗管理、情報共有、見

積工数管理、実績工数管理（全体および社員個別）、月次処理などの

機能を有しており、業務管理の効率化が図れます。

スイート会計のWeb API
スイート建設会計、スイート法人会計では、現在下記のWeb APIが

利用可能となっていますので効率的な情報連携ができます。

例えば、仕訳帳API機能では、外部システムからスイート会計に対

して仕訳番号範囲・対象日付範囲などの条件をリクエストし、レスポ

ンスとして仕訳番号・計上日付・計上区分・入力日付・勘定科目コード・

勘定科目名称などを取得できます。

会計に関わるDXでは、「電子帳簿保存法」（令和4年税制改正、2年
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都内で飲食店を複数店舗経営している株式会社Enishiイノベーション。コロナ禍で飲食
店の経営は大変そうですが、スイートシリーズ（スイート法人会計・スイート給与計算）
を導入していただいています。代表の大原社長にお聞きしました。

株式会社Enishiイノベーションユーザ
紹介

-コロナ禍で飲食店経営は大変だと聞いていますが、いかがでしょ
うか。

「営業自粛期間が長いので大変ですね。当社は都内での経営で

すので国や都からいろいろな補助金がありますで大変助かってい

ます。また、店舗開店当初は全く考えていなかったデリバリーとテ

イクアウトが増えましたね。特にUberEatsや出前館の比率が高く

なっています。これによって管理する業務が大幅に増えています

ね。結構大変なんですよ、これが・・・。」

-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。

「5年前に会社を退職し開業しました。前職では、別のパッケージ

会計ソフトを使っていたのですが、スイート法人会計の入力画面が

違和感なく利用できそうだったので決めました。私の場合は店舗

と自宅で利用しますので、クラウドにしようと決めていました。ノー

トPCを持ち歩けばインストール型のパッケージでもいいかもし

れませんが、私はデスクトップの大画面でデータを見ないと経営

判断をまちがえるような気がして(笑)、データがサーバーにあるス

イートシリーズのクラウドは、店舗のPCでも自宅のPCでも利用で

きるので大変助かっています。」

-スイートシリーズを選んでよかった点を教えていただけますか。

「ここ数年、補助金を申請するのに、過去3年の同月売上や直近3

ケ月の売上などを集計する必要が多かったのですが、スイート法

人会計は過年度データの検索が簡単でCSV出力ができるので、ス

イートシリーズとExcelを連携して申請書を作っていました。」

「あと、複数店舗経営していると管理する必要があるアルバイトの

人員がどんどん増えていきます。スイート給与計算は、人員管理が

簡単で便利ですね。とくに店舗の場合は、給与の支給日にスタッ

フが全員出社するわけではないので、給与明細書を各自がスマホ

で確認できる機能は助かっています。あとは、導入前はスタッフの

履歴書は店舗管理だったのですが、履歴書が個人の台帳に添付

できるので便利ですね。いつでも確認できます。」

-スイートシリーズをご利用していて便利なところはどこですか？

「売上管理は基本Excelでしています。店舗別のレジのデータやデ

リバリーのUberEatsや出前館のデータも一度すべてExcelで集計

しています。最近はこの日々の詳細データのまま、スイート法人会

計のデータコンバート機能で仕訳に変換して取り込めるようにし

ました。こうするとスイート法人会計の元帳等の機能で集計や検

索できるのでより便利になりました。これは飲食店経営している方

にお勧めですよ。」

-今後のご要望がありましらお聞きして開発部に報告させていただ
きますが・・・。

「基本的には、ほぼ満足しています。今後は、もっとスマホで閲覧

や簡単な入力がでできるようになるといいすね。移動中の電車の

中でスイートシリーズが利用できるともっと便利になるかなと思い

ます。」

間猶予付き）、「電子インボイス制度」（令和5年10月開始）など、スピー

ディな展開が続いています。弊社では、スイート会計／スイートERPでも

対応を進めてまいります。

API機能名称

会社特定API 合計残高試算表API

会社情報API 補助合計残高試算表API

勘定科目取得API 仕訳帳API

総勘定元帳API 仕訳登録API

補助元帳API 仕訳削除API

スイート会計シリーズ　最新版
最新版のスイート法人会計／スイート建設会計では、

勘定式の決算書出力に対応、仕分け入力画面において科目名からも検

索/入力が可能、新規科目の追加時に直前に選択していた条件に応じて

帳票種類の初期値を設定、「決算整理仕訳の金額を表示」オプションで

各月に決算整理仕訳を含めた表記に対応、などに対応しました。

最新版のスイート給与計算／スイート給与計算-出面管理では、令和

4年度版の労働保険年度更新、標準報酬月額改定に対応、賞与明細の

CSVファイル読込み・書出し、賞与集計表機能、などに対応しました。
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3D・CGによるゲームコンテンツとVR技術の展開

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

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

スイート千鳥エンジンエディター、SceneSampleのリリース

スイート千鳥エンジンエディター
2022年9月にリリースしたスイート千鳥エンジンの最新バージョンで

は、スイート千鳥エンジンエディターという、スイート千鳥エンジンの機

能を使用できるエディターを追加しました。

従来、スイート千鳥エンジンを使用してアプリを作成する場合は、多

くのコーディングが必要だったり、ビルドを行い実行するまでは結果を

確認することができなかったりしました。スイート千鳥エンジンエディタ

ーでは、UI上でモデルや画像などを配置したり、表示位置やサイズを

調整したりすることができるため、コーディングを行わずに、また、結果

をその場で確認しながらシーンを作成することができます。

図1　スイート千鳥エンジンエディター

今回リリースしたバージョンでは、カメラ、モデル、アニメーション、

テクスチャ、パーティクルエフェクト、ビットマップフォント、サウンド、ム

ービー、UIに対応しています。エディター上で作成したシーンはVisual 

Studio用のプロジェクトとして出力され、そのプロジェクトをビルドする

ことでアプリを作成することができます。なお、Visual Studioでビルド

を行う前にも、エディター上でプレイモードという機能により、アプリと

して実行した場合と同じ内容を表示することが可能です。

今後のバージョンアップでは、コーディングと組み合わせることで、

ボタンクリック時の処理を実装したり、条件により表示する画像を変更

したりできるようにし、インタラクティブなシーンを作成できるようにす

る予定です。

サンプルプロジェクト　SceneSample 
2022年9月にリリースしたスイート千鳥エンジンの最新バージョン

では、サンプルプロジェクトとしてSceneSampleを追加しました。

SceneSampleは、スイート千鳥エンジンの各機能を試すことができる

サンプルプロジェクトです。このサンプルでは、路上にミニドラゴンが

現れたという場面設定の中で、スイート千鳥エンジンの様々な機能を

体験できます。

図2　SceneSample画面

1. カメラ移動
千鳥エディターで作成したUI、またはキーボード操作やマウス操作

によりカメラ位置や向きを変更することができるため、3D空間内を自

由に移動できます。

図3　カメラ操作用UI

2. モデル、コリジョン、画像の描画
テクスチャやアニメーションを適用したミニドラゴンなどの3Dモデル

を表示しています。一部のオブジェクトにはコリジョンを設定し、マウス

でクリックしたかどうかの判定を行えるようにしています。また、そうし

た操作可能なオブジェクトの上に、アイコン画像を表示しています。

3. ライティング
車のヘッドライトと懐中電灯を表したスポットライトを配置していま

す。3D空間内のライトオブジェクトをクリックしてライトの点灯、消灯を

切り替えたり、UI操作により照らす方向、明るさの変更を行ったりでき
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ます。3方向からのライトで異なる雰囲気を演出できます。

図5　後ろ方向からのヘッドライト図4　ヘッドライト

図6　懐中電灯

4. サウンド
プロジェクトを表示中は環境音がループ再生されます。また、3D空

間内のラジオのクリックにより、無線音声の再生と停止を行えます。そ

の他にも、UIボタン、ライト等のオブジェクトクリック時に効果音が再生

されます。

図7　ラジオ

5. ムービー再生
3D空間内のスマートフォンをクリックすると動画再生ウィンドウが開

き、ムービーが再生されます。

図9　ムービーの再生図8　スマートフォン

6. パーティクルエフェクトの再生
3D空間内の発煙筒のクリックにより、煙のパーティクルの再生と停

止を行えます。また、パーティクル再生時、再生中は発煙筒のサウンド

が再生されます。

図10　発煙筒とパーティクルエフェクト

7. ポストエフェクトの実行
画面右にあるUIをクリックして、各種ポストエフェクトを実行できま

す。

図11　放射状ぼかしエフェクト

図12　カメラモーションブラーエフェクト

8. iOS版SceneSample
SceneSampleはiOSでも体験できます。iOS版では、カメラ、ライ

ト、サウンド、ポストエフェクト等の機能をタップ操作によって実行でき

ます。また、iOS版ではデバイスの画面サイズに合わせてUIが自動調

整されます。

図13　iOS版SceneSample
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建設ITジャーナリスト家入龍太氏が参加する
FORUM8体験セミナーのレポート。新製品を
はじめ、各種UC-1技術セミナーについてご
紹介します。製品概要・特長、体験内容、事
例・活用例、イエイリコメントと提案、製品の

今後の展望などをお届けする予定です。

はじめに
建設ITジャーナリストの家入です。統合型3D

コンテンツ制作ソフト「Shade3D」は、1986年
に製品化された歴史あるソフトですが、2018
年にフォーラムエイトの製品として新登場しま
した。以来、このコーナーでもよく取り上げてい
ます。
まず、Up & Coming の2019年1月号では、

単体のソフトでどのような活用ができるのかを
紹介しました。続いて、2020年7月号では土木
分野での活用をテーマとして、フォーラムエイト
の様々な土木設計用ソフトや、リアルタイムVR
（バーチャルリアリティー）システム「UC-win/
Road」と、3ds形式によるデータ交換によって
連携させる具体的な方法を紹介し、Shade3D
の柔軟なモデリング機能や、高度なレンダリン
グ機能を生かして、各ソフト間の“相乗効果”が
発揮できることを紹介しました。
そして、今回は主として建築ユーザー向け

に、Shade3Dで建築物や外構アクセサリーなど
を3Dモデリングし、それをUC-win/Roadに読
み込んで建築的な視点でのVR（バーチャルリ
アリティー）作品や歩行シミュレーションなどを
行う、1日通してのセミナーをリポートします。
フォーラムエイトの製品群は、橋梁や道路、
河川といった巨大な構造物を扱うソフトが多い

ですが、Shade3Dはメガネやイスなどのプロダ
クトデザインから、建物のCGパースやインテリ
アデザインなどの建築設計、さらには街並みな
どの景観デザインまで、幅広い分野で活用でき
るのが特徴です。
モデリングからレンダリング、アニメーション、

さらには3Dプリンターによる造形までを、このソ
フト1本で行えるShade3Dは、日々の細かい設
計や景観検討などには欠かせないソリューショ
ンと言えるでしょう。

製品概要・特長
40年近い歴史を持つShade3Dですが、3D

技術の進化やニーズの多様化に応じて、現在
もしばしばバージョンアップが行われています。
フォーラムエイトの製品として、2018年11月
に発売された「Ver.19」には、高精度の3次元
CADとしての機能が搭載されました。それまで
はCG（コンピューターグラフィックス）ツールと
いうイメージでしたが、設計者や技術者が設計
ツールとしても使えるようになったのです。
最近の建設業では、現場での作業を簡略化

するため、構造物や建物などを工場生産する

プレハブ化が増えつつあります。建設業で使
われているBIM（ビルディング・インフォメーショ
ン・モデリング）やCIM（コンストラクション・イン
フォメーション・モデリング）ソフトやCADソフト
のデータ形式は、工場で使われる機械系CAD
システムと違っていることが多く、データ交換が
課題となっています。 
その点、Shade3Dはもともと、製造業での

デザイン業務で使われてきたソフトなので、
STEPやIGES形式による機械系CADシステム
とのデータ交換も可能です。工事現場と工場
生産のどちらにも対応できるという特徴は、今
後、ますます重宝されそうです。2020年7月号
で取り上げたときは「Ver.20」でしたが、現在
の最新版は既に「Ver.22」まで進化しています
(2022年10月1日時点の最新版はVer.23です）。
Ver.22で新たに追加された機能として注目

されるのは、国土交通省の都市デジタルツイン
プロジェクト「PLATEAU（プラトー）」でも使わ
れている「FBX 2020形式」の読み込みに対応
したことです。あの巨大な都市モデルまで扱え
るようになったことで、Shade3Dも巨大モデル
まで守備範囲を広げたことになります。
モデリング関係では、配管の直管と曲管が

【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
Shade3Dセミナー
（応用編）

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

55
▲7月1日に開催された「Shade3Dセミナー（応用編）」

▲「FBX 2020形式」に対応し、PLATEAUの都市モ
デルも読み込めるようになった

▲今回の建築ユーザーを向けに建築物や街灯を
Shade3Dでモデリングし、さらにUC-win/Roadに読
み込んで歩行シミュレーションなどを行った
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Shde3D セミナー(応用編）

連続したような3Dモデルを作れる「スイープ曲
線」機能や、地形モデルの上に植栽などを面的
に自動配置する「サーフェイスリプリケータ」機
能が追加されました。図面関係では3Dパース
を透視図化したときの隠線表示機能や、3Dモ
デルの断面にハッチングを施すなどの「図面」
表示モードが追加され、技術者や設計者の使い
勝手がよくなりました。
もちろん、レンダリング関係の機能も大幅に

進化しています。その1つが「GPUレイトレーシ
ング」機能です。これまで透明体の屈折や反
射、大域照明などの高度な表現のレンダリング
には時間がかかっていましたが、これをリアル
タイムで確認できるようになったのです。
また、「AIノイズ除去機能」は、レンダリング

時に発生する高周波ノイズという画面の荒れを
効率的に除去するものです。この機能によって
高品質なパースを短時間で簡単に得られるよう
になりました。
こうした機能の進化にもかかわらず、価格は

以前から据え置きです。初心者向けの「Basic」
版が1万9800円（サブスクリプション1年目の
価格。税別）、精度を追求するユー ザー向け
の「Standard」版が4万8000円（同）、そして
プレゼン品質にこだわるCGユーザー向けの
「Professional」が9万8000円（同）となっていま
す。それぞれ2年目以降は半額以下で使えます。
このコーナーではしばしば、フォーラムエイ

トのソフト製品間におけるデータ連携のすごさ
を紹介しています。今回も新製品が増えてい

ますが、Shade3D関係では自由な大きさの3D
モデルを作れる「3Dパラメトリックツール」か
らの3ds形式によるデータ入力や、IFC形式に
よる双方向データ連携が追加されました。また
Shade3Dのオプション製品として、「BIM/CIM
設計照査ツール」も登場しています。

体験内容
7月1日の午前9時半から4時半まで、Zoomに

よるオンラインセミナー形式で「Shade3Dセミ
ナー（応用編）」が開催されました。講師を務め
たのは、フォーラムエイトShade開発グループの
高橋慶考さん、Shade開発グループの御厨啓補
さんです。
今回は建築ユーザーを対象とした1日がかり

の「Shade3Dセミナー（応用編）」というだけあっ
て、建物や街灯の3Dモデルをじっくりと作り込
み、それをUC-win/Roadと連携させて、建築物
を主役としてVRモデルを作るというカリキュラム
でした。
当日のスケジュールは、冒頭の30分でShade3D

の最新情報、UC-win/Road、デジタルツイン作
成用の新製品「F8VPS」の概要や機能説明を行
いました。その後、Shade3Dを各参加者が操作
しながら建物や街灯の3Dモデル作成を約3時間
かけてじっくりと行い、最後にこれらの3Dモデル
をUC-win/Roadに読み込んで建築VR作品を作
成するカリキュラムで進みました。
まずはShade3Dの画面上にあるコマンドやモ

デリング、レンダリングについての基本的な機

能解説を行い、頭に入れた後、早速、建物の作
成に取りかかります。
これまで2次元CADを使ってきたユーザーに

もなじみやすいように、まずは建物の平面図を
開き、ここから外壁や仕切り壁を立ち上げていき
ます。窓などの開口部は、「ブール演算」という
方法を使って、壁をくりぬいて作成しました。
窓枠やサッシは、Shade3Dが持つ柔軟なモ

デリング機能を使って「自作」しました。こうした
方法が使えると、3DCADパーツが提供されて
いない建材の3Dモデルも、自由自在に作れると
いうメリットがあります。
作例となった建物は、2つの屋根がかかって

おり、エントランスにはひさしが付いています。
これらは建物の側面図の2D図面を読み込んで
屋根の断面をトレースし、屋根の長さ方向に伸
ばす方法で3Dモデル化していきました。こうし
た操作を通じて、2DCADユーザーも、3DCAD
を使う基本的な感覚が理解できそうです。
3Dの建物モデルが立ち上がったら、あとは

▲強化された「スイープ曲線」機能

▲「サーフェイスリプリケータ」機能 

▲「図面」表示モード

▲フォーラムエイト製品群のデータ交換性を表した図。Shade3Dも既にこの中に組み込まれている

▲「AIノイズ除去機能」のオフ（左）とオン（右）の違い
▲リアルタイムでレンダリングを確認できる「GPUレイトレー
シング」機能（左）と従来の「パストレーシング」機能（右）

▲今回のセミナーでは、住宅（左）と街灯（右）を
Shade3Dでモデリングしていく



Up&Coming129号Up&Up&U &UUp&Up&p&p&U &p&p&U &&Up&Up&Up&Up&Up&Up&Up&&&ppppppp CCCCCCCCCCCComComCComComComCCoCCoCCCCC iiiingiingingnningnnnnnininnin 1212912912929号号号号号

Ieiri Labo
Ieiri labo60 Up&Coming139号

窓枠やサッシ、ガラス、外壁、屋根などにそれぞ
れのテクスチャーを割り当てて、張り付けていき
ます。これで材質感のある建物の3Dモデルが
完成しました。
続いて、添景となる高さ4.9mの街灯の3Dモ

デルを製作しました。一見、シンプルな形です
が、円柱や回転体、スイープ、自由曲面といった
3Dモデル作成の基本が詰め込まれています。
街灯の3Dモデルは下から上へと順に作っ

ていきました。一番下の土台部分は「円柱」の
パーツをもとに厚さや半径をツールパラメータ
に入力するとあっという間にできました。
その次の支柱は下が太く、上が細くなってい

ます。これらは「円」の図形を上（Y軸）方向に引
き延ばす「スイープ」という方法でモデリングし
ました。
最上部に載る灯具は、いくつかのテーパー形

状やヘルメットのような曲面がかった屋根など
を含む複雑な形になっています。これらは断面
図を作り、軸方向に「回転」させる手法を使って
モデリングし、必要に応じて「スムーズ」機能を
使って自然な曲面に仕上げました。
これまで各パーツの名前はすべて「サーフェ

ス」でしたが、後の操作でわかりやすいようにす
るため「ライト」などに変更しました。その後、
各部にテクスチャーを割り当てて街灯の3Dモ
デルは完成しました。
この後、UC-win/Roadに建物と街灯の3Dモ

デルを読み込み、建築物を中心としたVR（仮
想現実）モデルを作っていきます。以前のセミ
ナーは土木構造物中心でしたが、今回は建築
をテーマにしているため、室内の明かりや街灯
の照明など、「光源」があるのが特徴です。その
設定には、「色」「明度」「照射角」などがあるの
が新しい体験でした。
今回の実習では街灯の3Dモデルを自作し

ましたが、UC-win/Roadには数千点にも及ぶ
様々な3Dオブジェクトがあらかじめデータベー
スのように収録されており、飛行船から犬まで、
たいていのものが用意されています。この実習
では「樹木」のライブラリから、様々な木 を々建
物の外構部などに追加しました。

街並みのモデルが出来上がったあとは、UC-
win/Roadの時刻や気象などを設定して、影や
雲のある風景を作り、クルマから建物を見なが
ら街路を走行する運転シミュレーションや、通
行人の視点から建物を見る歩行シミュレーショ
ンを行いました。
これで終わりではありません。今度はUC-

win/Roadの街並み3Dモデルを、Shade3Dに
再度、3ds形式で読み込み、本格的なレンダリ
ングを行いました。最新版に搭載された「GPU
レイトレーシング」や「AIノイズ除去」などの機
能を使い、よりリアリティーの高いCGパースを
作成することができました。

イエイリコメントと提案
今回のセミナーであらためて感じたのは、

Shade3Dの汎用性の広さです。メガネから都
市モデルまで、建築・土木を問わず扱えて、様々
なBIM/CIMソフトやVRソフトとの連携できる
Shade3Dは、今後、業種間や職種間のデータ連
携が進むと、欠かせない１本になりそうです。

Shde3D セミナー(応用編）

● 次号掲載予定 

デジタル田園都市実現支援セミナー

2022年9月13日（火）

▲住宅の平面図 ▲住宅の立面図

▲Shade3Dで3Dモデル化された建物

▲開口部は「ブール演算」でくりぬく

▲材質感のある建物の3Dモデル

▲街灯の図面（左）と作成する3D
モデル（右）

▲自作したサッシ窓の3Dモデル

▲続いて、建物のモデルもUC-win/Roadに読み込み

樹木やクルマなども配置した

▲UC-win/Road上でドライブシミュレーション
▲UC-win/Roadの街並みに読み込んだ街灯の3Dモデ
ルを点灯させたところ

▲街並みの3DモデルをShade3Dに読み込み、高画質
のレンダリングを行った例



サポートトピックス・Shade3D

面の裏表の概念を考慮する

保守・サポートサービス関連情報

Shade3Dを含む3DCGでモデリングを行う形状（ポリゴンメッ
シュや線形状など）には、面の「裏」と「表」とした概念が存在しま
す。モデリングした面の裏表を決定する要素として3DCGのソフト
ウェアにより呼び名は異なりますが、Shade3Dでは「法線」として
定めています。これらの法線により指定された面の向きは、単純です
がレンダリングやglTF、FBXを始めとした他のファイル形式への入出
力に影響し、考慮せずにモデリングを進めると想定外の問題が発生
する場合もあります。
今回は、Shade3Dでの法線の概念や設定・確認方法を説明させ

ていただきます。

形状の法線を確認する

閉じた線形状や自由曲面、ポリゴンメッシュなどの形状は面情
報を保持しています。
面の垂直方向を「法線（面の場合は「面法線」）」と呼び、

法線方向が面の「表」となります。法線は、図面＞ビューコント
ロールバー＞ポップアップメニュー＞表示オプション＞「法線の
表示」をオンにすることで、選択形状の面の向きを赤いラインで
表示することができます。

図1：法線表示 図2：フォンによる法線表示

面の表面全体の法線を図面＞ビューコントロールバー＞「法
線」を選択すると色として表示することもできます。「図2」の
左の形状は面の向きが正しい方向、右の形状は面反転されて裏面
を向いている状態になります。
なお、図面の法線の表示は、図面＞ビューコントロールバー＞

「フォン」を選択すると元の表示に戻ります。

図3：両面（裏面カラー）

図面でシェーディング、またはテクスチャ表示にした場合
にも、面の「表」と「裏」を表示することができます。図面＞
ビューコントロールバー＞ポップアップメニュー＞表示オプショ
ン＞「両面（裏面カラー）」を選択すると、裏になる面は環境設
定で指定された色を表示することができます。「図3」では、環
境設定＞カラータブ＞シェーディング＞裏面に「赤」を指定。

なお、同メニューに表示された「片面」は表だけ表示し裏は表
示せず、「両面」は表裏どちらも同じ表示を行います。
レンダリングでは面の表裏は区別されませんが、エクスポート

してリアルタイム用途で使用する場合や形状編集時には、明確に
区別して行ってください。

法線や面の向きを修正する

法線の向きを修正するには形状により設定方法が異なります。
ポリゴンメッシュの場合は、ブラウザで対象となる形状を選択し

たのち、ツールボックス＞編集>メッシュ＞編集＞法線をクリックし
表示されるポップアップメニューより「外側に向ける」を選択します。
これにより、全ての面の法線や面の向きを外側に向くよう調整する
ことができます。

図4：法線の編集
図5：ブラウザオプションと
　　「面反転」

閉じた線形状や自由曲面の場合は、ブラウザの「面反転」をオン
にすると、面の表裏を逆転して表示することができますが、形状自
身の面の表裏が変換されるわけではありませんのでご注意くださ
い。ブラウザの形状ごとのオプションは、ブラウザ右上三角形をク
リックすると表示/非表示できます。

最後に

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

■Shade3Dナレッジベースへようこそ！
https://shade3d.jp/support/search.html
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サポートトピックス・VR／UC-win/Road

「UC-win/Road Ver.16
新機能を使用した景観・環境表現の向上」」

保守・サポートサービス関連情報

現在のUC-win/Roadの最新版であるVer.16.0.1における新機能

のうち、景観・環境表現の向上に活用できるものを紹介します。

CityGMLデータのインポート

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に使用され

ているCityGML形式のモデルを直接読むことができます。現在整備

されているLOD1とLOD2をいずれも読み込み可能で、LOD2モデル

はテクスチャフォルダとセットで用意しておくことでテクスチャ付きで

読み込まれます。

メニュー「ファイル」－「インポート」－「CityGMLの読み込み」対象

範囲のCityGMLファイルを選択し、インポートすると、座標情報に従っ

て建物モデルが自動的に配置されます。これにより、広範囲の景観モ

デルを極めて短時間で生成することが可能です。なお、建物の標高

はPLATEAUの空間モデルに従うため、国土地理院の地形データと

は必ずしも一致するわけではないという点についてご注意ください。

図1：CityGMLインポート画面

図2：CityGMLデータをインポートした状態

CityGMLに属性情報が付属している場合、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

る属性情報を閲覧することができます。また、「配置モデルの編集」

画面にも「属性」タブが追加されていて、そこから確認することも可能

です。

図4：CityGML属性画面

図3：CityGML属性確認モード

例えば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カテゴリが表示され、情報が閲覧

できます。

図5：PLATEAUモデル属性の浸水予測情報の例

参考までに、G空間情報センター「3D都市モデル（Project 

PLATEAU）ポータルサイト」（https://www.geospatial.jp/ckan/

dataset/plateau）の「都市の属性リスト」をダウンロードすると現在

の都市モデルの属性の整備状況がわかります。
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環境マッピング機能

環境マッピング機能を使用することで、3Dモデルの表面に空が映

り込む様子を表現することができます。この機能は3Dモデルのテク

スチャ設定で輝度が設定されているパーツに対して適用され、昼間

の影が有効な場合、または高度な照明が有効な場合に使用すること

が可能です。

機能を有効にするには「ホーム」－「描画オプション」－「画面表

示」の「照明」－「環境マッピング」にチェックを入れます。映り込み

の強さは3Dモデルの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。また、モデル表面に映るイメージの

精度は「描画オプション」－「パフォーマンス」の「反射」の項目にあ

る「環境マッピング」テクスチャサイズによって変化します。

図6：環境マッピング表現の比較（左からオフ、オン、時間帯変化）

加えて、自動車の窓ガラスなどの半透明のポリゴンに太陽光や照

明の光が反射する際の表現もより自然な印象になるよう改善され

ています。こちらも、環境マップを有効にすることでより写実的なイ

メージとなります。

図7：半透明ポリゴンの鏡面反射

図8：夜間の鏡面反射の表現

環境マッピング機能は、自動車モデル以外にもFBXモデルを除い

た全ての3Dモデルに対して適用が可能です。例えばビル壁面のガラ

スの反射表現や金属素材の反射など、空間上の配置モデルに輝度に

よる映り込みを設定することで、視点変化や環境変化により街並みの

見た目が動的に変化することとなり、景観表現をよりリアルな印象と

することができます。

図9：ビルと金属面の反射表現

図10：バス停のガラス面の反射表現

環境の段階的な変化の表現

「描画オプション」の「画面表示」－「その他」の「段階的環境変

化への適用」にチェックをつけると、気象設定による環境を徐々に

変化させることができます。変化にかかる時間は秒単位で設定可能

です。

雨（または雪）をオンにすると、今まででは瞬時に、設定した強

さ、粒の大きさで表現されましたが、段階的変化を適用すると、設

定した時間をかけて雨や雪が徐々に表れるようになります。同様

に、雨（雪）をオフにすると、 雨（雪）の粒が徐々に減少していき、

風についても風速、風向きが徐々に変化します。

段階的変化をコンテキストに設定することで、スクリプト/アニ

メーションやシナリオでも同様に表現することができます。段階的

変化を有効にしておき、コンテキストの項目で「Gradual Change」

（段階的変化）にチェックを入れて保存することで使用可能となり

ます。

図11：気象の段階的変化
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サポートトピックス・FEM／Engineer's Studio®

本誌135号（2021年秋の号）では、軸力変動を考慮したＭ－φ要
素の特徴を静的解析に対して比較考察しました。今号では、正負交
番載荷を受ける動的解析に対して考察します。
解析モデルは、図1に示す一層式の鉄筋コンクリートラーメン橋脚

です。高さは12m、柱間隔は9m、上部構造を表す節点に3000tの質
量、柱断面寸法は2m四方です。面内方向に図2に示す加速度波形を
入力します。
右側柱基部（図の赤丸）の結果に着目します。図3は柱基部が軸力

変動する様子です。

図1：解析モデル

図2：I種地盤用のタイプI加速度波形

図3：右側柱基部の軸力変動

Ｍ－φ要素を左右の柱上下に設定し、図4のように5個のＭ－φ特
性を断面から自動設定しています。事前解析によって各柱に生じる
軸力変動の範囲を把握し、それを包容するように圧縮軸力5000kN
から圧縮軸力26000kNまでを等分割で5個設定しています。

図4：軸力数5個のＭ－φ特性

図5と図6は、右側柱下端のＭ－φ要素の履歴応答です。グラフの
横軸は曲率、縦軸は曲げモーメントです。軸力変動を考慮した履歴
応答は赤線です。
図5には、死荷重時の軸力で一定のＭ－φ特性とした場合の履歴

を青線で示しています。青線と赤線は大きくずれていることがわかり
ます。つまり、軸力変動を考慮しないＭ－φ要素の応答は不正確と言
えます。また、青線は単なる直線の集まりですが、赤線には曲線を含
みます。これは、5個のＭ－φ特性を線形補間しながら切り替えて計
算しているからです。このように、曲線を含む形になることが軸力変
動を考慮したＭ－φ要素の特徴です。

図5：軸力一定Ｍ－φ要素との比較

図6は、軸力変動を自然に考慮できるファイバー要素の応答（黒線）
と比較しています。赤線の領域と黒線の領域とがほぼ重なっているこ
とから、軸力変動を考慮したＭ－φ要素がファイバー要素と同等レベ
ルであることがわかります。

図6：ファイバー要素との比較

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

前回、切断面を指定して、その切断面で要素を分割する操作につ
いて説明を行いました。

図1：切断面による分割

ただし、この状態ではモデル下部に他要素に比べて小さなPENTA
要素が生成されていますので、さらに切断面要素分割を使ってモデ
ルを修正する方法を紹介いたします。

切断面分割の実行

下図のモデルで、 左下端の直方体メッシュの中間でのメッシュ分
割（点線の切断面による分割）を考えます。

図2：メッシュ分割位置

2節点の中間に節点を生成するには[生成]-[交点]で「対象：点と
点」を実行します。

2節点を選択

中間に節点を生成

図3：生成－交点による中間点生成

再度、 [変更]-[要素変更]-[分割]の切断面でメッシュ分割を行います。

図４：切断面によるメッシュ分割

生成した中間点

分割ライン

切断面分割の注意点

切断面による要素分割で、切断面が向かい合う辺を分割する指定
や、辺とコーナ点を分割する指定はOKですが、隣り合う辺を分割す
る指定はNGとなります。

NG な切断面指定

OK な切断面指定

これは、分割された形状が有限要素法には存在していない形状に
なるためです。分割後の形状が3角形／4角形（3次元の場合は3角柱
／直方体）となるように切断面を指定してください。

2次元ブロックの結合による3次元要素生成

次回は切断面分割で不要になった要素を削除して、斜めになっ
た断面に2次元ブロックを生成、そのブロック同士を結合して3次元
メッシュを生成する方法を紹介いたします。

図5：分割後のモデル

面の結合で３次元要素生成

不要になった要素の削除

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（その２）
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サポートトピックス・CAD／UC-1 シリーズ 保守・サポートサービス関連情報
深礎フレームの設計・3D配筋のなぜ？ 解決フォーラム

深礎基礎の基礎ばねの算出

「深礎フレームの設計・3D配筋（部分係数法・H29道示対応）」

（以下、深礎フレーム）では「基礎ばね」を算出する機能があり、こ

の機能について多くのお問合せを頂いています。

そこで、今回は基礎ばねの計算のよくあるお問合せについて、いく

つかご紹介いたします。

どのように計算している？

深礎基礎の基礎ばねの算出は、通常の深礎杭の解析に用いるモデ

ル（図1）に単位荷重を載荷して変位を求め、[ばね]×[変位]＝[荷重]

の関係から、[ばね]＝[荷重]/[変位]と逆算することで求めています。

通常は単位荷重として1000（kN、kN・m）で問題ありませんが、

深礎杭径や地盤ばね値が大きい場合では、十分な精度の変位が出

ない場合があります。そのような場合は、10000（kN、kN・m）のよ

うに大きな単位荷重でお試しください。

図1：解析モデル

基礎ばねの計算位置（単位荷重の作用格点）はどこにする？

（1）弊社製品の「橋台の設計・3D配筋（部分係数法・H29道示対

　　　応）」「橋脚の設計・3D配筋（部分係数法・H29道示対応）」

　　　と連動している場合

　　底版下面中心位置を取ります（図1の赤丸）。

（2）その他の場合

　　お考えのモデルの基礎ばねの設置位置に合わせてください。

複数の杭列がある場合の計算はどうすればいい？

全ての杭列が同じ条件の場合は、1列だけ計算して、杭列数倍する

ことで基礎全体の基礎ばねを求めることができます。

同じ条件ではない（杭長、杭頭位置、地盤条件等が異なる）場合、

単純に杭列数倍では基礎全体の正しい基礎ばねを求めることがで

きません。

このような場合は、それぞれの杭列で基礎ばねを求めて、全杭列

分を合計します。

例えば、図2のように橋軸方向に2本、橋軸直角方向に3本、橋軸

直角方向に段差がある場合の橋軸方向の基礎ばねの算出は、次の

手順で行います。

（1）2本の組杭深礎基礎の解析モデルを3列分作成する。このと

　　　きの単位荷重の作用格点位置は、各杭列を並べたときに同じ

　　　位置になっている必要があります（図3）。

（2）3列それぞれの杭列で基礎ばね計算を実行する。

（3）3列分の基礎ばねを合計する。

深礎フレームには、1回の計算実行で、3列同時に計算を行い、各

列の基礎ばねを合計する機能があります。

図2：複数列ある場合 図3：単位荷重の作用格点位置の取り方

山側の基礎ばねはどうすればいい？

地層に傾斜がある場合は、深礎フレームでは必ず傾斜の影響を考

慮したばねを用います。そのため、単位荷重の作用方向（山側/谷側）

にかかわらず、同じ基礎ばねが算出されます。

基準・指針には、山側（上り勾配）の地盤ばねをどのように評価す

るかについての記述がありません。また、深礎フレームで対応できる

範囲は水平地盤までになります。

深礎フレームで水平地盤として基礎ばねを算出するには、地形の

傾斜角を０としてください。

図4：山側の基礎ばね
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サポートトピックス・CAD／UC-1 シリーズ

擁壁の設計・3D配筋は様々な基準類に対応しており、柔軟な設計

を行うことが可能です。擁壁の基準類では明確にされていない、橋梁

下部工などの構造物で採用されている設計方法を採用することも可

能です。今回は、これらの設計方法の中でも特に問い合せの多い地震

時保有水平耐力法の考え方について解説いたします。また、平成29年

道路橋示方書（部分係数法）の扱いについてもご案内いたします。

地震時保有水平耐力法

平成24年の道路土工 擁壁工指針改定により、大規模地震動がレベ

ル２地震動という表記に変更されましたが、照査内容については従来

通り震度法のままでした。しかしながら、地震時保有水平耐力法（以

下、保耐法）での照査は今後増えていくものと考えられ、実際に問い合

せも寄せられています。そのため、本プログラムでは「河川構造物の耐

震性能照査指針」や「道路橋示方書」等 を々参考にして保耐法での照

査に対応しました。

図1：保耐法によるレベル２照査選択

保耐法に関する問い合わせの中でも特に多く寄せられているの

が、保耐法による竪壁照査に関するものです。擁壁には上部工が存

在しないためトップヘビーな構造とはなりません。この場合、慣性力

の作用位置を一点に集約することが困難な構造となり、道路橋示方

書IV等に記載されている単柱橋脚等の構造物と同様の照査を行う

ことができません。そのため、考え方や照査内容に関する問い合わ

せが多くなっています。

本プログラムでは、「土木研究所資料 地震時保有水平耐力法に基

づく水門・堰の耐震性照査に関する計算例」を参考にしています。こ

の計算例の方法は、道路橋示方書Ⅴの単柱橋脚の計算方法が上部

構造慣性力だけを考慮しているのに対し、躯体の慣性力も考慮して

います。躯体の慣性力を考慮しているのは、道路橋の橋脚の場合、

上部構造の重量が大部分を占めるトップヘビーな構造であるため、

慣性力を上部構造位置１点の集中荷重に集約して考える事ができる

のに対し、河川構造物では、上部構造に相当する部分の重量は小さ

く、慣性力を１点に集約できないと考えるものです。この考え方であ

れば擁壁にも採用することができます。

なお、『河川構造物の耐震性能照査指針・解説－Ⅳ．水門・樋門

及び堰編－令和2年2月』に準拠して、終局変位δuの算出にあたって

は、平成14年版の道路橋示方書の計算方法で算出しています。

図2：保耐法による竪壁照査結果

平成29年道路橋示方書（部分係数法）

平成29年道路橋示方書（以下、H29道示）への対応予定のお問い合

せを頂くことがございますが、H29道示が発刊されてから現在までの間

に擁壁工指針の改定が行われていないため、本プログラムでもH29道示

への対応は行っていません。擁壁工指針の中でも、参考にする道路橋示

方書は平成24年版とされています。今後、擁壁工指針の改定が行われ、

H29道示や部分係数法への言及が追加されれば対応を行う予定です。

また、本プログラムでは杭基礎プログラムとの連動機能を有していま

すが、上記理由から「基礎の設計・3D配筋（部分係数法・H29道示対

応）」との連動を行うことはできません。連動機能を利用する場合は、

「基礎の設計・3D配筋（旧基準）」や「基礎の設計計算，杭基礎の設計」

をご利用いただくことになります。

尚、土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「水路工」（平成

26年）に掲載されている限界状態設計法での照査には対応しております。

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

擁壁に関する基準類で示されない
設計方法について
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サポートトピックス・製品全般 保守・サポートサービス関連情報

フォーラムエイトの下部工製品と基礎製品は、連動することでより
詳細な設計が可能となります。今回は連動の手順をご説明しますの
で、まだ連動機能を利用されていないユーザ様はぜひお試しくださ
い。またエラーで連動しない場合の対処法も併せてご説明します。

連動手順

「橋台の設計・3D配筋 (部分係数法・H29道示対応 )」（以下「H29
橋台」）と「基礎の設計・3D配筋 ( 部分係数法・H29 道示対応 )」（以
下「H29 基礎」を例に連動する方法をご説明します。

1．「H29 橋台」を起動します。
2．「初期入力」画面で基礎形式を「杭基礎」あるいは「杭基礎 (2.5
　次元解析 )」とし、「詳細設定」ボタンを押します。
　　基礎形式を「杭基礎」としたときは、「基礎」－「基礎の扱い」
　画面で設計方法として「ほかのプログラムと連動する」を選択
　して「確定」ボタンを押します。
3．「基礎プログラムとの連動時の注意事項」が表示されたら、説
　明に従って「F8 Com Server」をインストールします（図 1）。
※「F8 Com Server」をインストール済みの場合は表示されません。

図1:「基礎プログラムとの連動時の注意事項」画面

4．「連動対象の選択」画面が表示されたら、連動させたい「H29
　基礎」のバージョンを選びます。（図 2）
 　※「H29 橋台」メインメニューの「オプション」－「動作環境の設定」で「連
　 動対象選択画面を表示する」にチェックが付いているときこの画面が表示さ
　 れます。チェックが付いていないときはPCにインストールされている連動
　 可能な「H29 基礎」が自動的に起動します。

図2:「連動対象の選択」画面

連動エラーの対処法

●「F8 Com Server」インストールエラー
　先述の連動手順 3で「F8 Com Server」のインストールに失
敗するときは、フォーラムエイトホームページから「F8 Com 
Server」のセットアップファイルをダウンロードし、手動でイン
ストールしてください。

　※FORUM8ホームページ（www.forum8.co.jp）
　ホーム→サポート→製品別サポート→統合環境支援ツール→ F8 COMサーバ
　(F8 Com Server) ダウンロード

● " プロテクトの制限のため「基礎の設計」プログラムとの連動
　は行えません "

図3:連動エラーメッセージ

　先述の連動手順 4でこのメッセージが表示されたら、基礎製
品を単独起動して、ライセンスの認証状態をお確かめください。
Viewer 版のときは連動機能を使用することはできませんので、
ライセンスを認証してください。認証状態が "認証済み" に変わっ
たら、基礎製品を終了して、改めて連動をお試しください。

● " 現在連動を行っている連動製品（「橋台の設計」，「橋脚の設計」
　等）は未対応製品となります "

図4:連動エラーメッセージ

　下部工製品と基礎製品のリリース日に隔たりがあると、先述の
連動手順 4でこのメッセージが表示され、連動しない場合があり
ます。下部工製品、基礎製品とも最新版をインストールして、改
めて連動をお試しください。

製品全般のなぜ？ 解決フォーラム

下部工製品と基礎工製品の連動のしかた、
連動エラーの対処法

F８ Com Sever
ダウンロードページ

FORUM8
サポートページ
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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。

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）

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

交通解析・VRシミュレーション体験セミナー 10月12日（水） 各会場/WEB

Arcbazar・環境アセスVRセミナー 10月19日（水） 各会場/WEB

UC-win／Road・エキスパート・トレーニン
グセミナー

11月14日（月）
～15日（火） 各会場/WEB

Shade3D-VR活用体験セミナー 11月24日（木） 各会場/WEB

F8VPS体験セミナー 11月29日（火） 各会場/WEB

VRまちづくりシステム体験セミナー 12月16日（金） 各会場/WEB

Shade3D体験セミナー 12月21日（水） 各会場/WEB

FEM Analysis/BIM/CIM
セミナー名 日程 会場

DesignBuilder体験セミナー 10月20日（木） 各会場/WEB

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

10月26日（水） 各会場/WEB

2D・3D浸透流解析体験セミナー 11月  2日（水） 各会場/WEB

EXODUS・SMARTFIRE体験セミナー 12月14日（水） 各会場/WEB

CAD Design/SaaS
セミナー名 日程 会場

河川シリーズ体験セミナー 10月  5日（水） 各会場/WEB

建築基礎、地下車庫の設計体験セミナー 10月  6日（木） 各会場/WEB

大型土のう／補強土壁の設計体験セミナー 10月18日（火） 各会場/WEB

下水道耐震設計体験セミナー 10月27日（木） 各会場/WEB

ウェルポイント・地盤改良の設計計算体験
セミナー 

12月  1日（木） 各会場/WEB

砂防堰堤の設計・3DCAD体験セミナー 12月  9日（金） 各会場/WEB

有
償
セ
ミ
ナ
ー

VR Simulation/CG
セミナー名 日程 会場

UC-win／Road・VRセミナー
10月13日（木） 沖縄/WEB

12月  8日（木） 札幌/WEB

バーチャルリアリティによる道路設計セミナー 12月  2日（金） 東京/WEB

ジュニアソフトウェアセミナー 12月26日（月）
～27日（火） 各会場/WEB

FEM Analysis/BIM/CIM
セミナー名 日程 会場

構造解析入門セミナー 10月13日（木） 各会場/WEB

動的解析セミナー 10月25日（火） 各会場/WEB

Engineer's Studio®活用セミナー 11月  1日（火） 各会場/WEB

都市の地震防災セミナー 12月  7日（水） 各会場/WEB

弾塑性地盤解析セミナー 12月13日（火） 各会場/WEB

CIM演習セミナー 12月20日（火） 各会場/WEB

CAD Design/Cloud
セミナー名 日程 会場

二柱式橋脚／ラーメン橋脚の設計・3D配筋 
（部分係数法・H29道示対応）セミナー

10月  4日（火） 各会場/WEB

斜面の安定計算セミナー 10月  7日（金） 各会場/WEB

基礎の設計・3D配筋 （部分係数法・H29道
示対応）セミナー

10月14日（金） 各会場/WEB

BOXカルバートの設計・3D配筋セミナー 10月21日（金） 各会場/WEB

橋台の設計・3D配筋 （部分係数法・H29道
示対応）セミナー

11月  4日（金） 各会場/WEB

深礎フレームの設計・3D配筋 （部分係数法・
H29道示対応）セミナー

11月25日（金） 各会場/WEB

柔構造樋門の設計・3D配筋セミナー 12月  6日（火） 各会場/WEB

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

F8VPS 10月12日（水）

Shade3D 10月25日（火）

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

UC-win／Road DS 10月19日（水）

Engineer's Studio® 10月21日（金）

DesignBuilder 11月25日（金）

交通解析・VRシミュレーション 11月29日（火）

UC-win／Road・Advanced・VR
12月6日（火）

12月7日（水）

Shade3D 12月13日（火）

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

Shade3D 10月  5日（水）

Engineer's Studio® 11月  2日（水）

UC-win／Road・DS 11月29日（火）

地盤解析シリーズ 12月15日（木）

※2 一般社団法人 交通工学研究会 認定
※3 公益社団法人 地盤工学会 認定

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

　　WEB：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。

※１ 受講料： ・各会場：￥9,900
　　　　　  　・インタラクティブ：￥9,900（税抜￥9,000） 
　　　　　　　書籍「都市の地震防災」をお持ちの場合 ￥6,600(税抜￥6,000)
　　　　　　  ・ ライブ：￥4,950（税抜￥4,500） 
　　　　　　　書籍「都市の地震防災」をお持ちの場合 ￥1,650（税抜￥1,500）
　　　　　　　費用は後日請求になります。

申込方法
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ブースでは、デジタル田園都市構想を支援するVRCGソフトを

中心とした展示を実施。VR技術を駆使した津波・土石流・避難解

析等の防災対策シミュレーションや、設計計算・FEM解析 UC-1シ

リーズなどを紹介いたしました。

浸水氾濫・津波や土石流など、精度の高いハザードマップが構

築できることに強い関心を持っていただいたお客様が目立ち、災害

状況、災害対策、避難場所などの3次元による可視化や、F8VPS

がWebブラウザで利用できる点についてのメリットをご説明しまし

た。また、VRモーションシートによる地震シミュレータ体験にも多く

の方が参加。2日間の出展を通して、震災の発生に備え、状況予測

をVR技術で可視化し、周知にも活用することで、震災に負けない

インフラ整備と対策をサポートできるような弊社の取り組みを、多

数ご紹介することができました。

第9回 「震災対策技術展」大阪
●日時：2022年6月15日 - 16日　●会場：マイドームおおさか　●主催：「震災対策技術展」大阪 実行委員会出展内容

デジタル田園都市構想・地方創生・震災対策を支援！　～UC-1、FEM、デジタルツインを可視化するVRCGソフト～

土木・建築・測量系

第9回震災対策技術展は、地震、津波、水害、土砂災害など各種災

害対策に関する企業が参加し、2日間にわたって大阪市内のマイドーム

おおさかで開催されました。

下水道展は今回、2019年の横浜開催以来3年ぶりの首都圏開催と
な、下水道に関する幅広い分野の最新技術・機器等が並ぶ中、弊社は
浸水氾濫対策にフォーカスしたソリューションを紹介しました。

設計・製造分野のITソリューションが一堂に会した設計製造ソリュー
ション展、国内最大規模の自動車技術展である人とくるまのテクノロ
ジー展では、いずれもDXに関連する展示が注目を集めていました。

製造・建設・不動産・医療・エンタメなど幅広い業界で活用できるXR製品・
サービスの大規模な展示会として開催されたXR総合展は、初日から大き
な賑わいを見せました。

3年ぶりの首都圏開催となった下水道展は、リアル会場の展示に

加えてオンライン展示も併設。いずれのブースにも多くの来場者に

お立ち寄りいただきました。

DXやBIM/CIMというキーワードに注目されているお客様が目立

つ中、プレゼンテーションでは「DigitalTwinで実現；下水道流出・

浸水氾濫解析シミュレーション」をテーマに、3DVR浸水ハザードマッ

プやデジタル田園都市構想実現支援に関連するユースケースをはじ

めとして、デジタルツインを活用した取り組みを多数ご紹介しました。

UC-1土木設計の水工シリーズについては、近日リリース予定と

なっている「小規模河川の氾濫推定計算」についてもいち早くご紹

介。開催期間中に発生した、東日本を中心とした激しい雷雨による

河川の増水、氾濫といったタイムリーな話題に絡めての技術紹介、

提案を行いました。

また、３日目には自治体ツアーイベントが開催され、下水道構造

物設計ソフトからシミュレーション・可視化、デジタルツインの活用

まで、一連のソリューションをじっくりご紹介することができました。

下水道展 '22東京
●日時：2022年8月2日 - 5日　●会場：東京ビッグサイト　●主催：公益社団法人 日本下水道協会

DX時代の下水道ソリューション　～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・浸水氾濫・津波対策を支援

Seminar & Fair Report
フェア・セミナー開催レポート 2022年6月～8月開催
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今回で34回目の開催となった設計製造ソリューション展は、昨年出展

時と比較してほぼ2倍近くの来場者に訪問いただき、コロナ禍前と同様

の賑わいをみせたことで、通常生活に戻りつつあることが改めて実感さ

れる雰囲気となりました。

ブースでは、F8VPSについて興味を持っているお客様が多く、ERPな

ど業務管理や生産管理に関連する機能をはじめとして重点的にご紹介

することができ、好意的な反応を多くいただきました。また、多言語対応

についての問い合わせもありました。

溶接訓練シミュレータ体験に高い関心を寄せるお客様が多く、訓練や

安全教育への活用をご説明しました。多数のモジュールから構成される

統合製品で、各モジュールを個別に検証できるシミュレーション環境が

欲しいといった製造業ならではのご要望もいただいており、今後も幅広

いニーズを満たせるような取り組みを続けて参ります。

設計製造ソリューション展東京
●日時：2022年6月22日 - 24日　●会場：東京ビッグサイト　●主催：RX Japan株式会社

自動車・システム・系

DX時代の設計・製造ソリューション～3DVRデジタルツインで生産管理・R&Dを支援～

人とくるまのテクノロジー展は、リアル会場としては今回2年ぶりの

開催となり、弊社ブースではUC-win/Roadを中心として、F8VPS、視

線計測デバイス連携システム、自動運転シミュレータ、Shade3Dなど

をご紹介いたしました。中でも、VRモーションシートや安全運転シミュ

レータなど各種シミュレータに注目が集まり、運転体験をきっかけに多

くのお客様から具体的な要望を伺うことができました。

他の業界と同様に、自動車業界においてもDXがキーワードとなって

おり、社外への製品説明や広報活動の一環としてVRを活用したいとい

うご相談については、F8VPSの機能と活用事例をご紹介し、多くの関

心を寄せていただきました。

人とくるまのテクノロジー展2022 名古屋
●日時：2022年6月29日 - 7月1日　●会場：ポートメッセなごや　●主催：公益社団法人自動車技術会

DX時代の自動運転、CASE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～

本展示会は、XRソリューション、メタバース、デジタルツインなどの

現在最もホットなテーマが掲げられたことから、会期を通して会場全体

で盛況となり、弊社ブースにも3日間で1,000名を超える方が訪問。VR

モーションシートやスイート千鳥エンジン「鉄道運転士」をはじめとした

体験型のブース構成とした中で、様々な分野のお客様からご要望・ご

相談をいただきました。

とりわけUC-win/Road、F8VPSへの関心度は高く、教育に関する

VRコンテンツや、エンタメ関連におけるバーチャル空間上でのコミュ

ニケーションスペースへの活用など、具体的なお話も挙がりました。

VRモーションシートによる体験コンテンツでは、ジェットコースターに

加えて地震シミュレータへのお問い合わせも複数いただき、災害対策

への意識が社会全体として高まっていることが改めて感じられました。

第2回 XR総合展 夏
●日時：2022年6月29日 - 7月1日　●会場：東京ビッグサイト　●主催：RX Japan株式会社

メタバースを実現するVRCGソフト ～UC-win/Road、Shade3D、F8VPS～

セミナー・フェア開催レポート
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セミナー・フェア開催レポート

自動車を中心とした様 な々分野の科学技術やものづくりに興味を持っ

てもらうことを目的とした体験型学習イベント「キッズエンジニア 2022」

が、今年も開催されました。たくさんの小学生が、さまざまな企業の技術

や普段体験できないことを実践し、大変盛況となりました。

フォーラムエイトは、VRソフト「UC-win/Road」の体験学習を提供。

VR空間内にモデル配置、道路生成、シナリオ体験、ジェットコースターを

作成するなど自分自身で街をデザインし、さらに手元のハンドルで作っ

た道路を運転、ゴーカートレースなどを体験していただきました。

各日3回の講座でしたが、すべて満席の人気講座となり大盛況でし

た。こどもたちからは「自分で作った道を運転できるのが楽しかった」「自

由に作れるのがよかった」などの嬉しい感想がありました。

キッズエンジニア 2022
●日時：2022年7月29日 - 30日　●会場：パシフィコ横浜　●主催：公益社団法人 自動車技術会

子ども向けイベント

バーチャル空間に町や道を作って運転しよう！

学都「仙台・宮城」サイエンス・デイは、科学や技術の「プロセス」をこ

どもから大人まで五感で感じられる体験型・対話型の科学イベントで

す。小中学生の他、内容によっては、未就学児、高校生、大人までが参

加できるものなど、合計87件のプログラムが実施されました。

フォーラムエイトでは、VRソフト「UC-win/Road」を使って3DVR空

間、道路を作成し、走行できる体験講座を提供。90分という短い時間

の中でも、参加者それぞれの個性が溢れる作品を作ってもらうことが

できました。春休み・夏休み・冬休みと年に3回行っているジュニア・ソフ

トウェア・セミナーにも参加したい、させたいとの声も多く、セミナー内

容やこども向けに提供できるソフトなどを紹介いたしました。

講座が終わった後も「ギリギリまで操作していたい」という感想もあ

り、3DVRの楽しさをしっかり体験いただけたようです。

今後もフォーラムエイトでは、次世代を担うこども達や学生達に向け

たセミナー・イベントへの協力や開催を積極的に行い、IT活用を通した

人材育成や社会貢献に取り組んでいきます。

学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2022
●日時：2022年7月17日　●会場：オンライン　●主催：特定非営利活動法人 natural science

バーチャルな3次元空間で自分のテーマパークを作ろう！

セミナー・フェア開催レポート



イベントプレビューセミナー・フェア開催レポート

MITスペシャルセミナー2022
●日時：2022年9月9日　●会場：オンライン

フォーラムエイト主催イベント・セミナー

フォーラムエイトが提携しているマサチューセッツ工科大学（MIT）より

City Scienceグループ 主任研究員のKent Larson氏をお招きし、自動

運転、AI、クラウド研究の最前線をテーマに、「起業家精神にあふれた低

炭素都市のモデリング」についてご講演いただきました。講演に先立っ

てMIT産業学際会日本の矢野所長より、MITと関係を深め発展する日本

企業や、パワーあふれるスタートアップの若者などとの交流についてお

話がありました。Kent Larson氏からは、都市計画において、政府からの

トップダウンと、民間からのボトムアップをいかにして同時に取り組むこ

とができるか。新しいゾーニングの考え方など、カーボンニュートラルを

実現するための大きなインパクトの可能性について、大きな視野でみる

概念をお話しいただきました。

▲Kent Larson 氏

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。

CEATEC2022（ハイブリッド開催）
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 F8VPS、UC-win/Road、3DVR浸水ハザードマップ、Shade3D、ERP
ソリューション、UC-1、FEM解析シリーズ　他

CG Kyoto 2022【チャンピオンスポンサー】
開催日 2022年 10月5日（水）～8日（土）

会　場 国立京都国際会館

主　催

PG：ASIA GRAPHICS
VC：画像電子学会 ビジュアル・コンピューティング研究会
情報処理学会 コンピュータグラフィックスとビジュアル情報学研究会
映像情報メディア学会 映像表現＆コンピュータグラフィックス研究会

U R L https://cgkyoto.org/

概　要 太平洋地域トップ国際会議(PG)と国内トップ会議(VC)が融合したイベント

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 UC-win/Road、除雪運転シミュレータ、F8VPS、UC-1シリーズ、FEM解析シ
リーズ、遠隔操縦操作訓練用シミュレータ　他

第5回名古屋オートモーティブワールド　自動運転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/about/adtn.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 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(SENSO)、
安全運転シミュレータ、UC-win/Road、F8VPS、Shade3D　他

第2回 XR総合展  秋
開催日 2022年 10月26日（水）～28日（金）

会　場 幕張メッセ

主　催 RX Japan株式会社

U R L https://www.xr-fair.jp/autumn/ja-jp.html

概　要 幅広い業界で活用できるXR製品・サービスが一堂に出展

出展内容 VRモーションシート、F8VPS、ERPソリューション、Shade3D、FEM、
UC-1、顔認証インタラクティブ映像提示システム(タップトーク)　他

News & Events 77Up&Coming139号



イベントプレビュー

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、UC-win/Road、3DVR浸水ハザードマップ、Shade3D、ERP
ソリューション、UC-1、FEM解析シリーズ　他

新技術交流イベント in Shizuoka 2022
開催日 2022年11月8日（火）

会　場 静岡県コンベンションアーツセンター 
グランシップ6階 交流ホール・展示ギャラリー

主　催 静岡県交通基盤部

U R L https://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-130/r04kouryu.html

概　要 建設現場のニーズと企業等のシーズのマッチングを図るイベント

出展内容 F8VPS、UC-win/Road、防災対策VR（地震、津波、土石流）、ERPソ
リューション、Shade3D、FEM解析シリーズ　他

C-xross 2022（建設技術展 2022 関東）
開催日 2022年 11月16日（水）～17日（木）

会　場 サンシャインシティ展示ホールC+D

主　催 日刊建設工業新聞社

U R L https://www.decn.co.jp/kengi2022/

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、UC-win/Road、3DVR浸水ハザードマップ、Shade3D、ERP
ソリューション、UC-1、FEM解析シリーズ　他

キッズエンジニア東北

開催日 2022年 11月23日（水）

会　場 スリーエム仙台市科学館

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
「バーチャル空間に町や道を作って運転しよう！」

第7回 ジャパンビルド－建築の先端技術展－ 建設DX展
開催日 2022年 12月5日（月）～7日（水）

会　場 東京ビッグサイト

主　催 RX Japan株式会社

U R L https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp.html

概　要 住宅、商業・公共施設など、あらゆる建築物を対象とした建築総合展

出展内容 「デジタルツインで遊ぼう！」
デジタルツイン グランプリ in バーチャル国総研、飛行船を操縦しよう　他

CES 2023
開催日 2023年 1月5日（木）～8日（日）

会　場 ラスベガス・コンベンション・センター（米国）

主　催 Consumer Technology Association

U R L https://www.ces.tech/

概　要 家電やITなど、世界最大級のデジタル技術見本市

出展内容 F8VPS、UC-win/Road、3DVR浸水ハザードマップ、Shade3D、ERP
ソリューション、UC-1、FEM解析シリーズ　他

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。

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

日
　
時

本会場：フォーラムエイト　東京本社　セミナールーム
WEB：インターネットを通してオンラインで同時開催
大阪・名古屋・福岡・仙台・札幌・金沢・岩手・
宮崎・沖縄

  12,000円（検定証発行手数料込み、税込）

会
　
場

受
講
料

詳細はこちら▶

  ※FPBポイント使用可能▶

CIM
建設ICT

計測技術
車両運行
管理システム

TS出来形
管理技術

MC/MG技術

計計

物理学　科学　数学　統計学

計画学

機械工学　電子工学　環境学

まちづくり

制御技術

情報管理
技術

Cloud Computing
AI

対話・協議

環境・安全
アセスメント

VRまちづくり
効率化 高度化
シミュレーション
ファシリテーション

21世紀型ワークスキル

検索
システム
ID
DRM

画像
データ

3D・VR
データ

基礎データ
解析

マネジメント
解析

維持管理
データ

情報処理 データベース
データ
収集・分析
視覚化

知識創造
プレゼン
テーション

データ
マイニング

ビッグ
データ

SQL
DBMS

AI

アプリケーション
サービス

IT、クラウド技術
の活用

データ転送
・情報処理

地理空間情報
の活用 大量データの

収集・分析

表現技術検定第2弾。まちづくりのソフト面に相当する「アセスメント
（環境・安全）」、「対話・協議」に該当する内容として、VR技術を活用し
たまちづくりを担う人材の育成を目指す。

表現技術検定（まちづくり）　 10月12日（水）（入門編） / 2023年1月27日（金）（応用編）

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

講習・試験監修

AIやクラウドの基本情報や活用事例を学び、建築・土木・交通・都市開発など
に特化したクラウド・AI技術を学習し、今後の開発事案等に応用できるような
基礎知識を習得。IoTからのデータ獲得、ビッグデータの管理・運用、AIによる
データの分析、情報の可視化といったワークフローを学習。クラウド・AI開発
事業者の提案や、仕様書作成等ができることを目指します。

表現技術検定（クラウド-AI） 12月9日（金）

表現技術検定試験委員会委員
・小林佳弘氏（アリゾナ州立大学）
・川村敏郎氏（株式会社コラボ・ビジネス・コンサルティング代表取締役、
　元NEC代表取締役会副社長）
・大石裕一氏（ソフトバンク株式会社）
・荻野調氏（DeepScore株式会社　Founder & CEO）
・林憲一氏（日本ディープラーニング協会マーケティングディレクター）
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ゲームプログラミングPC
「スイート千鳥エンジン™」搭載モデル

グラミングPPPC

Global Engineering Software Company

www.forum8.co.jp

¥1000
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会場

×
オンラインオンライン

品川インターシティホールより
ハイブリット開催 お申込みはこちら▶

オンライン レビュー配信

デザインフェスティバル前夜祭  ～テーマ：「再会 Reunion」～

16th FORUM8 DESIGN FESTIVAL 2022

EVE 11.15

T
U
E

14:00-           
18:00-           

DAY2 11.17

T
H
U DAY3 11.18F

R
I

9:50-17:45

9:50-17:30 10:00-17:10

10:00-10:20

10:20-11:20
11:20-11:45

13:10-14:00

14:00-15:45
16:00-17:00

17:00-17:10

14:00-20:00

9:50-10:00
10:00-15:15
13:00-13:30

15:30-16:10
16:10-17:45
17:45-        

開会 あいさつ

第7回 自動運転カンファランス　本年よりデジタル庁が加わり5省庁6講演

ご来賓あいさつ「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」所属 衆議院議員 大岡 敏孝 氏

プレゼンテーション

第21回 3D･VRシミュレーションコンテスト 表彰式／VRシステム オブザイヤー by UC-win/Road 表彰式

ネットワークパーティ

DAY1 11.16

W
E
D

NEW

9:50-10:30

10:00-10:30
10:30-12:00

13:15-14:05
14:05-15:45
16:00-17:00

17:00-17:30
18:00-           

開会 あいさつ

第23回 UC-win/Road協議会

プレゼンテーション

第10回 学生クラウドプログラミングワールドカップ CPWC
最終審査

第12回 学生BIM&VRデザインコンテスト・オン・クラウド
VDWC 最終審査

特別講演「デザインを本質から変えるための思考法」川添 良幸 氏

第15回 国際VRシンポジウム

第10回 学生クラウドプログラミングワールドカップ
CPWC 表彰式
第12回 学生BIM&VRデザインコンテスト・オン・クラウド
VDWC 表彰式

第8回 ジュニア・ソフトウェア・セミナー表彰式

ネットワークパーティ

開会 あいさつ

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 羽倉賞発表

「最先端表現技術普及活用

支援の取り組み」

第16回 デザインコンファランス

特別講演「RC構造の崩壊

過程の数値解析と環境作用」

前川 宏一 氏

プレゼンテーション

第9回 ナショナル・レジリエンス・

デザインアワード NaRDA 表彰式

出版書籍講演

VR SYSTEM OF THE YEAR
VRシステムオブザイヤー

会場参加 オンライン参加
図書カード 500円分 ボールペン エコバッグ A5ノート

※画像は制作中のものでイメージですFORUM8オリジナルデザイン
ン

どちらかお選びいただけますご
来
場
プ
レ
ゼ
ン
ト

FPB 500pt（ユーザ様）
もしくは
図書カードネットギフト500円分

ト

FORUM8 Point Bank

どちらかお選びいただけます
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7回目を迎える自動運転カンファランス。第1回が開催された2016年か

ら、自動運転の技術をとりまく状況は大きく進展しています。ここでは、こ

れまでの講演内容の歴史を振り返りながら、新たにデジタル庁を迎え5省

庁6講演が実施される今回の見どころについて紹介していきます。

　自動運転は社会の幅広い領域に関係しており、社会実装にあたっ

ては複数の省庁が連携しながら各分野での役割を担っています。経産

省は国内産業の強化発展の観点から技術・事業化の両面をカバー、総

務省は情報通信技術・サービスに関連する部分、国交省はインフラ整

備の視点に立った交通安全等の取り組み、警察庁は交通事故防止を目

的とした交通ルール・法整備といったように、それぞれ対応を進めてい

ます。

　記念すべき第1回（2016年）は経産省、国交省、警察庁の3省庁で

スタートし、国際的な動向の調査・研究や、それに基づき自動運転に関

して日本が進むべき方向の模索についての内容でした。第2回（2017

年）には総務省が加わったことで、情報通信技術も含めた国内での議

論や枠組み作り、目標設定への動きが見られました。また、第3回から

は国交省が2講演を実施し、ITS・自動運転に係る政府全体の戦略であ

る「官民ITS構想・ロードマップ」に沿った、高度な自動運転の市場化・

サービス化に係る取り組みを詳細に解説しています。第3回（2018年）

は、「自動運転に係る制度整備大綱」の策定により取り組みが整理され

たことから、各分野で進む実証実験の報告が注目を集めました。

　第4回（2019年）では、コネクテッド化や電動化といった自動車

産業が直面する大きな変化に関わるキーワードが登場し、自動運転

の位置づけや意義などについても整理・続く第5回（2020年）、第6回

（2021年）では、CASE（コネクテッド化、自動運転、シェアリング・

サービス化、電動化）の取り組みや具体的な社会実装に向けた動きが

発表されています。

　今年は2021年発足のデジタル庁も招聘し、モビリティ分野の取り

組みも含むより包括的な構想についての講演が期待されます。

第7回は経産省、総務省、国交省、警察庁、に加えてデジタル庁も登壇
自動運転カンファランスの歴史と今回の見どころを紹介！

2022年 11月 16日

「自動運転レベル4」に
おける先進モビリティ
サービス研究開発・社
会実装に向けたプロ
ジェクトが本格化。

第1回 2016年 第2回 2017年 第3回 2018年 

第4回 2019年 第5回 2020年 第6回 2021年 

国際的な動向の調査と
日本の進むべき方向を
模索。経済産業省、国
土交通省、警察庁の 3
省庁でスタート。

国内での議論や自動運
転の枠組み作り、目標
設定へ。総務省が加わ
り、経済産業省、国土
交通省、警察庁の 4省
庁に。

「自動運転に係る制度
整備大綱」策定。各分
野で進む実証実験。総
務省、経済産業省、国
土交通省（2）、警察
庁の 4省庁 5講演へ。

コネクテッド化や電動
化といったキーワード
に注目。大きな変化の
中で自動運転の位置づ
けや社会的意義を整理。

CASE（コネクテッド化、
自動運転、シェアリング・
サービス化、電動化）の
取り組みを推進、具体的
な社会実装に向けた動き。

「自動運転の実現に向けた　　　　
取組について」

国土交通省
自動車局
自動運転戦略室長

※詳細は弊社HPまたは、本誌DMに同封の「デザインフェスティバル2022案内状」をご覧ください。

多田 善隆氏

特別講演4

「デジタル庁におけるモビリティ分野
の取組について」

デジタル庁
国民向けサービスグループ
モビリティ班・企画官

鈴木 崇弘氏

特別講演6

「自動運転の実現に向けた警察の　
取組について」

警察庁
交通局交通企画課
自動運転企画室長

伊藤 健一氏

特別講演5

「経済産業省における自動走行等の
実現に向けた取組」

経済産業省
製造産業局自動車課
ITS・自動走行推進室長

福永 茂和氏

特別講演1

「自動運転の実現に向けた情報通信
の動向と総務省の取組」

総務省
総合通信基盤局 電波部
新世代移動通信システム
推進室室長

増子 喬紀氏

特別講演2

「自動運転に関する国土交通省　　
道路局の取組について」

国土交通省
道路局 道路交通管理課
高度道路交通システム（ITS）
推進室長

和賀 正光氏

特別講演3

第7回 自動運転カンファランス講演内容

自動運転カンファランスの歴史
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3D・VR
エンジニアリングニュース 

Vol.47
CPWC／VDWC予選通過チーム決定！
フォーラムエイト東京本社にて予選会実施
　2022 年 7月 12日、フォーラムエイト東京本社にて、CPWC・VDWC 予選選考会が開かれ、各コンペティションの予

選通過チームが決定いたしました。最終審査会と表彰式は 2022 年 11月 17日（木）「FORUM8 デザインフェスティバル

2022-3Days+EVE」にて開催いたします。詳細はデザインフェスティバル 2022 案内状をご覧ください。

第 10回を迎えたCPWCの予選選考会が実施され、アジアを中心

に国内外から多数の応募が集まった中から24 チームが予選通過とな

りました。

VRシミュレーションを実施し、データ分析やシステム開発の提案

や、ゲームと自動運転および交通分野で人をより密接につなげるアイ

デア等が発表されています。参加チームには、10月のノミネート作

品審査に向けてオリジナルなアイデアを磨き、各プロジェクトが差別

化できるように特徴を巧くアピールすることが期待されます。学生の皆

さんの力の発揮とこれまでにない挑戦を楽しみにしています。

■UC-win/Road、UC-win/Road SDK（開発キット）

■VR-Cloud®、VR-Cloud® SDK（開発キット）

■a3s（Anything as a Service） SDK

■ Shade3D、Shade3D SDK

Shade3D のグラフィックインターフェースを利用しブロックなどのオブ

ジェクトを組み合わせ視覚的にプログラミングする機能を搭載。

国産クロスプラットフォーム 3D

ゲームエンジン。Windows 版に

加え、新たに iOS 版ライブラリ

に対応。

  CPWC　　第10回 学生クラウドプログラミングワールドカップ　予選選考会レポート

主な貸与対象ソフトウェア

▲ UC-win/Road API（上）、C++ API構成（下）

３次元リアルタイム・バーチャルリアリティソフト。日本語・英語・中

国語をはじめ多言語に対応。Ver.15 で新たにC++ 言語によるプラ

グイン開発に対応。

■Shade3D、 Shade3D ブロックUIプログラミングツール

■スイート千鳥エンジン®

▲ CPWC予選選考会の様子

テーマ：人をつなげる ～クラウドVR開発、ゲーム開発に挑戦！～
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３次元リアルタイム・バーチャルリアリティソフト。日本語・英語・中

国語をはじめ多言語に対応。Ver.15 で新たにC++ 言語によるプラ

グイン開発に対応。

■UC-1 土木設計CADシリーズ

■DesignBuilder

■ EXODUS／SMARTFIRE 解析支援サービス、

避難解析支援サービス

3 次元積層プレート・ケーブル

の動的非線形解析。新設／既

設構造物の耐震補強・長寿命

化でインフラ整備・国土強靭化

を支援。

BIM/CIM 対応、統合型 3DCG

ソフト。モデリング、レンダリ

ング、アニメーションから3Dプ

リントまでをそなえたオールイ

ンワンパッケージ。

今回の第 12回 VDWCの予選選考会では、国内およびアジア各国

を中心に多数の応募が集まった中から、31 チームが予選通過となり

ました。今後は作品制作・提出およびノミネート審査を経て、11月

の FORUM8デザインフェスティバル 2022-3Days で最終審査と表彰

式が行われます。

応募者は、コロナによる生活様式の変化をうまく作品に取り入れら

れているか、デザイン性だけでなく、このコンテストの特徴であるシミュ

レーションをうまく取り入れられているかについて考慮する必要があり

ます。

また、シドニーは世界の他の大都市から離れた場所にあるので、

そこでのリモートコミュニケーションをどう工夫するか、ありきたりでは

なく、革新性・独創性を感じることのできる新しいタイプの空港のアイ

デアが期待されます。

VDWC　　第12回 学生BIM＆VRデザインコンテスト オン クラウド　予選選考会レポート

主な貸与対象ソフトウェア

第11回 VDWC グランプリ
｢Bubble Stream｣
国立高雄大学（台湾） チーム名：Burbur Chacha

第9回 CPWC グランプリ
｢Driver Emotion and Abnormal Behavior Detection
  and Warning System｣
上海大学（中国） チーム名：SC-Team

第11回 VDWC受賞結果第9回 CPWC受賞結果

2021年 第 9回 CPWC、第11回 VDWC グランプリ受賞作品

■Shade3D

■ Engineer's Studio®■ UC-win/Road

▲ VDWC予選選考会の様子

BIM/CIM対応 統合型3DCGソフト

テーマ：BIM/CIMとVRを駆使して先進の建築土木デザインをクラウドで競う！



製品価格：Basic ￥21,780（税抜￥19,800）／Standard ￥52,800（税抜￥48,000）／Professional ￥107,800（税抜￥98,000）
英語・中国語対応

別売オプション：ブロックUIプログラミングツール ￥11,000（税抜￥10,000）／BIM/CIM設計照査ツール ￥44,000（税抜￥40,000）
製品詳細

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

ツールパラメータにより

多角形や扇状の面分割など対応

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

道路や鉄道の路線に使用される状態である線形に対応 オブジェクト同士が重ならないように配置可能

BIM/CIM対応 統合型3DCGソフト 英語・中国語対応

NONO.1企業シェア

国産3DCG
ソフトウェア

（株）富士キメラ総研調べ
2020年8月31日

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！

新機能
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■屋外貯蔵タンク維持管理の高度化／ドローン活用した効果的な予

防保全／消防庁

総務省消防庁は、「新技術を活用した屋外貯蔵タンクの効果的な予

防保全に関する調査検討会」を８月17日に開催。新技術のうちドローン

等を活用した調査検討を行う。各保安分野では新技術の導入が進展

しており、効果的な予防保全を行うなど、スマート保安の実現が期待

されている。近年、各種インフラ構造物等に対しては、撮影・測定機器

等を搭載したドローンを活用した点検の導入により、点検作業の高度

化、効率化に大きく寄与している。屋外貯蔵タンク周囲には危険区域

が設定されており、防爆型の製品開発が進んでいないドローンを維持

管理点検に導入することは難しい状況であったが、令和３年度に消防

庁で開催した検討会において、定常時の屋外貯蔵タンクの周囲には、

引火・爆発危険のある濃度の可燃性蒸気は滞留しないことが確認され

た。このような状況を踏まえ、新技術のうちドローン等を活用した効果

的な予防保全に係る検討を実施する。（2022.8.15／4面）  

■NEDO／スマートモビリティ社会構築に着手／運行管理一体の

商用車電動化を推進

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、「ス

マートモビリティ社会の構築」プロジェクトに着手する。同プロジェクト

は、運輸部門のカーボンニュートラル実現に向け、電気自動車（EV）、

燃料電池自動車（FCV）といった電動車の商用利用を進めることとし、

エネルギー消費量が多い商用車が計画的に運行されることに着目。商

用利用時のデータを活用した運行管理と一体的なエネルギーマネジメ

ントシステムを検討するとともに、それを支えるシミュレーション技術

の研究開発を実施する。これによってスマートモビリティ社会の構築を

目指す考えである。加えて運輸部門のカーボンニュートラル実現に向

け、「社会コスト」の増大につながる現象を見積もるシミュレーション技

術と、電動車の商用利用時のデータを活用した運行管理と一体的なエ

ネルギーマネジメント技術を開発し、社会全体及び個別運輸事業者に

おけるエネルギー利用・運行管理などの最適化を実現するスマートモビ

リティ社会の構築を目指すとした。（2022.8.10／4面）

■『AI渋滞予知』京葉道路でも実証実験を開始／NTTドコモ

NEXCO東日本とNTT ドコモは、これまで実施してきた「AI渋滞予

知」について、7月28日から新たに京葉道路でも実証実験を開始した。

さらに、人口統計データの作成からAIによる予測、予測情報の配信ま

でを高速化する、ドコモが新たに開発した「リアルタイムAI社会基盤技

術」により、同日から予測の配信時刻を14時から13時に前倒しし、午後

の予定をより早く計画できるようサービスを向上した。AI渋滞予知と

は、ドコモが持つ携帯電話ネットワークの仕組みを利用して作成される

リアルタイム版モバイル空間統計と、NEXCO東日本が保有する過去

の交通量・渋滞・規制などの実績データをもとにドコモが開発したシス

テム。今回、アクアラインや関越道で提供している「AI渋滞予知」の技

術を拡張し、導入することを実現した。今回の実証実験に先立ち、過

去979日分の交通状況について、予測による所要時間と実際の走行時

間を比較したところ、30分以上の誤差となった日数は、「従来予測」の

115日に対し、「AI渋滞予知」では14日となり、大幅な精度向上が確認

できた。（2022.8.3／2面）

■国交省／国土形成計画の中間とりまとめ／経済変化・デジタル進

展踏まえ策定

国土交通省は、第24回国土審議会にて中間とりまとめを整理し公

表した。今回の中間とりまとめは、コロナ禍による生活・経済の変化や

デジタルの進展などを踏まえた、令和の新しい国土づくりの方向性を

策定するためのものである。国土の課題について、①民の力を最大限

発揮する官民共創②デジタルの徹底活用③生活者・事業者の利便の

最適化④分野の垣根を越えること、への4つの解決の原理をすべての

課題に共通して取り入れる。国土の課題解決のため、上記の4つの原

理の下で、特に重点的に取組む分野として、地域生活圏、スーパー・メ

ガリ－ジョンの進化などを推進。これらを通じて、持続可能な国土の形

成、地方から全国へとボトムアップの成長、東京一極集中の是正の実

現を期待するものとした。（2022.7.29／2面）

■NEDO／自動運転普及通じ脱炭素化へ／車載コンピューティング

研究開発を実施

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO、

神奈川県川崎市、石塚博昭理事長）は、グリーンイノベーション基金

事業の一環で「電動車等省エネ化のための車載コンピューティング・

シミュレーション技術の開発」プロジェクトに着手する。同プロジェクト

では、分散型アーキテクチャーを前提とした、車載コンピューティング

の研究開発を実施するもので、具体的にはレベル4自動運転を実現す

るための性能を担保しながら、徹底した省エネ化を進めるための研究

開発を行うとともに、サプライチェーン全体で電動車などの開発の加

速化・高度化を実現するための、シミュレーション基盤構築のための

研究開発を実施する。これにより、電動・自動走行車の普及を通じ、世

界及び日本の脱炭素化に貢献することを目指す考えである。日本政府

は2020年10月に「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、2050年まで

に温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする目標を掲げた。この目

標は従来の政府方針を大きく前倒しするもので、実現するにはエネル

ギー・産業部門の構造転換や大胆な投資によるイノベーションなど現

行の取組みを大きく加速するため、グリーンイノベーション基金事業を

立ち上げた。同基金は、グリーン成長戦略で実行計画を策定した重点

分野を支援対象とした。NEDOは経済産業省が策定した研究開発・社

会実装計画に基づき、「電動車等省エネ化のための車載コンピューティ

ング・シミュレーション技術の開発」プロジェクトの公募を行い、3テーマ

を採択。事業名は「グリーンイノベーション基金事業／電動車等省エネ

化のための車載コンピューティング・シミュレーション技術の開発」で、

実施期間は2022年度～2030年度（研究開発項目1、2）及び2022年度～

2028年度（研究開発項目3）。（2022.7.29／2面）

電波タイムズダイジェストVol.32　2022.07～2022.08
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/  



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。

　寝不足から頭が痛い、肩が凝って頭が
痛い、雨が降る前に頭が痛くなる、また考
えすぎて頭が痛くなるなど、「頭が痛い」
頭痛にはいろいろあります。一時的であっ
たり、日常生活に支障がでるほどの頭痛も
あります。また「頭が痛い」訴えには生命
にかかわる頭痛もあり、「頭痛」について
もっと知ってほしいことを今回は取り上げ
てみました。

機能性頭痛と
症候性頭痛
　頭痛（headache、cephalalgia）は頭部の

一部あるいは全体の痛みの総称です。後

頭部と首（後頸部）の境界、眼の奥の痛み

も頭痛です。頭痛は症状のことで、慢性的

に頭痛発作を繰り返す場合は病名である

「頭痛症」を用います。

　頭痛はおもに機能性頭痛（一次性頭

痛）と症候性頭痛（二次性頭痛）に分類

されます。図１に頭痛の分類を示していま

す。 締めつけるような痛み、鈍い痛み、拍

動するような痛みなど、痛みの性状や強

さ、こめかみ、眼の奥、首の近く、片側など

の部位、朝起きてから寝るまで痛みが続

く、月経前に起こる、週末に定期的に起こ

るなどの頻度や持続時などの特徴があり

ます。また原因なども違ってきます。機能

性頭痛は、慢性的な頭痛や習慣的に繰り

返す頭痛ですが、片頭痛：一側性の拍動

性の頭痛、悪心、嘔吐、羞明、音響恐怖伴

う。群発頭痛：一側性の側頭部痛、自律神

経症状（夜同側の鼻閉と充血など）をとも

なう。緊張型頭痛：ストレスと関係、強弱

のある両側性の頭部鈍痛があります。頻

度的に多いのは片頭痛や緊張型頭痛で、

たいていの場合同じような症状を繰り返し

ています。図２に機能性頭痛の特徴をあげ

ています。一方、症候性頭痛は脳腫瘍、頭

蓋内出血、髄膜炎、側頭動脈炎、うつ病や

副鼻腔炎、薬剤性による頭痛です。これら

の頭痛は生命にかかわることもあり、頭痛

の診察で最初に行うのは二次性頭痛の中

で生命にかかわる頭痛であるかを見分け

ることが大切となります。「吐き気」や「お

う吐」などがひどかったり、ろれつが回ら

ない、茶碗を落とすなどいつもと違ってい

る。またけいれんなどが起こると二次性

頭痛が考えられます。突然にいままで経験

したことのない人生最悪の頭痛も要注意

です。血圧が高い人が強い頭痛を感じた

場合、血圧が極度に上がっている可能性

があります。頭痛のレッドフラッグサイン

を図３に示します。このようなサインがみ

られたらすぐに受診して画像検査や髄液

検査が必要となります。精神症状のなか

でもうつ病の身体化として頭痛は見逃さ

れやすい特徴があります。その他貧血や低

酸素血症、睡眠時無呼吸症候群、低血糖

などでも頭痛がおこります。

日常生活でできること
　睡眠時間は十分にとる。枕の位置も重

要です。できれば節酒をおこなう。

　頭痛日記；頭痛の頻度、性状、強度、随

伴症状、頭痛出現から薬服服用までの時

間、薬の効果、誘因、生活支障の程度など

を記録していることが診察を受けるうえで

役に立つといえます。

　いつもと違う「頭が痛い」には特に注意

してください。

連載 【第19 回】

もっと知ろう
「頭痛」について

図 1 図 2

図 3

•
•
•
•
•50
•
•
•
•
•Vasalva

Up&Coming139 号 健康経営86



ピルビスワークは体の中心にある骨盤を動かす運動の組み合わせで
即効的に体の動きが良くなり、体型の均整が取れる効果の高いボディ
ワークです。※ボディワークとは、体からアプローチして、体・心（メンタル）
魂（エネルギー）が三身一体となって上達する運動療法の総称で、おなじ
みのヨガやピラティスもボディワークの一つです。

魂と聞くとスピリチュアルを連想しやすいですが、ボディワークで魂はエ
ネルギーの事で、エネルギーとは血液の流れ、東洋医学的には気の流れ
を整える事を指しています。

私たちの悪姿勢や運動不足は筋肉を覆っている筋膜の捻れを起こし
やすくなり、同時に細胞を浸している体液の質が低下して血流が悪くな
り、その影響で硬くなった筋肉で関節の動きは低下し、神経が圧迫される
ようになると体の特定の部位や動作に痛みが伴うようになります。血流
の悪さや神経の圧迫が私たちのエネルギーを低下させ、いわゆる元気が
無い、機嫌が悪い状態になるのです。

このエネルギーの低下が引き起こす体と心の不調を、エネルギーを回
復させる手技で改善できる民間療法に「頭蓋仙骨療法」があります。専
門の技術を得た人による頭蓋骨から骨盤を軽く触れる手技によって脳
脊髄液の流れを改善する民間療法です。

大人の頭蓋骨は２３個の骨がパッチワークのように縫い合わされたよう
に連なり、それぞれの縫合部分が１分間に６～１２回のリズムでわずかに動
いています。頭蓋骨の中には硬膜という膜があり、この中に脳脊髄液とい
う透明な液体が入っています。頭蓋骨内の硬膜は、脳から背骨を通って
脊髄神経全体を覆っており、脳脊髄液は脳から仙骨まで循環しています。

良く体を動かす人は、頭蓋骨、背骨、骨盤の動きがスムーズなので、硬
膜も柔軟に動き、内部の脳脊髄液も正常なリズムで力強く末端まで循環
しています。ところが、頭蓋骨や骨盤周りの動きが固かったり、ストレスや
過労、緊張によって脊髄硬膜は異常に緊張して脳脊髄液の循環とリズ
ムが悪くなります。

頭蓋骨の動きが鈍り脳脊髄液の循環が低下すると、自律神経失調に
よる様々な症状が現れます。偏頭痛や耳鳴り、めまい、立ちくらみ、気力
の低下、イライラなど他にもあらゆる心身の不調が現れます。さらに後頭
骨から側頭骨、前頭骨が圧迫されると、内臓の不調の原因になるだけで
なく、呼吸の度に収縮する頭蓋骨の縫合部の動きに偏りが出て、顔立ち
が広がって見え、長くなり疲れて弱 し々い印象になります。

今回は、それを予防し、エネルギーの流れを自らコントロールできる、簡
単な頭蓋骨マッサージをご紹介します。

ピルビスワーク実践講座
動けるからだを造るピルビスワーク連載 第 5 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。

「エネルギーの流れが良くなる頭蓋骨ストレッチ」

https://youtu.be/dqr_zyj619I

上記の頭蓋骨ストレッチは、行うたびに心身に溜まった緊張がとれてリラックスし、顔立ちが若 し々
い印象になり、呼吸を楽に感じるようになります。頭蓋骨ストレッチを日常に取り入れる事で、エネル
ギーの滞りや体の変化をその人自身が気づくことで「自己治癒力」にスイッチが入り、不必要なこわ
ばりや感情、老廃物などの体毒を身体から排出する「流れ」が甦ります。

あらゆる痛み、心身の不調を改善するきっかけとして、頭蓋骨ストレッチを日常習慣にしてください。
大切なのは、自らが体調の変化に気づき、自らが体と心を癒し、パフォーマンスとエネルギーをより上
質に育てる事です。

脳脊髄液の流れを整える
頭蓋骨仙骨ストレッチ

ストレッチの方法

両腕両脚を閉じて仰向けになります。
呼吸を繰り返しながら手足を広げて行く。

片手を胸、片手を肩に
置いて深呼吸をするよ
うに数回呼吸を繰り返
します。

片手でこめかみ、片手
でアゴ全体を包み込
み、呼吸を数回繰り返
します。息を吐いてい
る時、手のひらで中心
に向かって軽く圧迫し
ます。

額の眉毛の上に手首
の位置があるように、額
を手のひらで包み、反
対の手は後頭部に手
のひらを置きます。
手のひらを鼻筋の方向
に圧迫しながら数回呼
吸を繰り返します。

後頭顆、側頭骨の場
所に手のひらを当てて
軽く圧迫しながら数回
呼吸を繰り返します。

次に息を吐きながら体を丸めるように縮まりその
まま1分間静止。始めの姿勢に戻る。
3～6回繰り返す。

頭蓋骨から仙骨をつなぐ中枢頭蓋骨から仙骨をつなぐ中枢
神経を活性化するストレッチ神経を活性化するストレッチ

11

後頭骨と鎖骨下のストレッチ後頭骨と鎖骨下のストレッチ

側頭骨と下顎のストレッチ側頭骨と下顎のストレッチ 前頭骨と頭頂骨のストレッチ前頭骨と頭頂骨のストレッチ

44

33 55

脳脊髄液の流れを整える脳脊髄液の流れを整える
肩と首のストレッチ肩と首のストレッチ22

呼吸を楽にしたい、情緒を安定させたい場合などに
行って下さい。
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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.２
プレゼンテーションの基本

　前回は、プレゼンテーションを行う私たちの
存在がどうあるべきか、STATE（心身状態）を
どうつくるかというお話をしました。例えば、音楽
を奏でるためには、楽器そのものがどうあるべ
きかといった内容でした。今回は、STRATEGY
（戦略）にあたる話しの作り方の基本につい
てお伝えしたいと思います。

プレゼンテーションは
常に相手ありき
　プレゼンテーションは相手にプレゼントを贈
るつもりで行う必要があると前回述べました。
相手の価値観に添っていなければプレゼント
の価値は薄れます。決して独りよがりであって
はならないということですね。
　自分は自分の価値観でものごとを考えます。
しかし、相手には相手の価値観が存在しま
す。例えば、男女の違いを考えてみましょう。生
物学的にオスは、一方向を観る癖があります。
獲物を追うというDNAのなせる業でしょうね。
なので、一度にたくさんのことはできません。一
方、女性はお互いをみます。ネットワークを組
み、互いに協力し合って生きていくという子育
てから得られた習性でしょう。結果、他人の顔
色を見ることには長けているのです。このよう
に、男女をとってみても染色体に組み込まれた
違いがあるわけですから、個々にみれば人数分
だけ価値観があるといっても過言ではありませ
ん。ちなみに、その価値観の違いを利用して利
益を上げている例が、メルカリです。自分には
すでに価値がないものを他人がそこに価値を
見出すことで差が生まれ、その差が富となりま
す。原始的な物々交換もそれにあたりますね。

　それぞれの価値観は、それぞれの考え方、物
事のとらえ方のフレームワーク（枠組み）によっ
て変わります。そのため、相手のフレームワーク
を意識したうえでプレゼンテーションを行うこと
が必要です。聴き手の数だけフレームワークが
あると考えておくとよいでしょう。

フレームワークの確認
～プレゼンの前に聴き手と
　合意を形成しておくこと
　フレームワーク全体は人と違っても部分的
に共通点があります。考え方が似ていると思う
相手とは共通点が多く、そうでない相手との共
通点は少ないでしょう。そこで、一般的に考えら
れるフレームワークの共通点を探し出し、プレ
ゼンテーションをおこなう前に聴き手と合意を
形成しておく必要があります。そのため、最初
に聴き手に質問をすることをお薦めします。例
えば、今回のようなプレゼンテーションがテー
マの場合、「プレゼンテーションが得意な方、ど
れくらいいらっしゃいますか？」が１つめの質問
です。この質問で話す内容を示唆することに
なります。そして、２つめに「プレゼンテーション
を少しでも上手になりたい方、手を挙げてみて
ください」と投げかけます。ビジネスの世界にい
る聴き手であれば、手を挙げる人は多いのでは
ないでしょうか。つまり、ここで合意を形成した
ことになり、聴き手の聴く姿勢が出来上がりま
す。化粧品を販売したい場合は、「素肌には自
信がある人は？」　そして「今よりももっときれ
いな肌になりたいと思う人は？」が２つめの質
問です。聴き手が女性であれば、ほぼ全員の
手があがるはずです。２つめの質問で会場に

いる多くの人と合意がとれたことになります。
　ひとつ目の質問で現状に目を向けていただ
く質問をします。そのうえで、こうなりたいだろう
質問、できるだけ多くの人の手が上がる質問を
することで、会場のほとんどの聴き手から合意
を得る。つまり、この２つの質問がキモになりま
す。プレゼンテーションの目的を示唆すること
にもつながり、聴き手の思考回路を同じ方向
に向けることにもなるのです。

コンセプトとシナリオを
作成しましょう
　商品開発やマーケティングにおいてコンセ
プトこそ根幹ですが、プレゼンテーションも同じ
です。それがぶれると何がいいたいのかわから
なくなり、客も離れていくことになります。秋葉
原などにあるコンセプトカフェを例にとると、メ
イドカフェや御姫様カフェ、病院をイメージした
カフェなど様々です。これらのコンセプトが少し
でもぶれると途端に客数は減少していくそうで
す。スターバックスにおいては、「家庭でもなく
職場でもない第三の空間」がコンセプトです。
そのコンセプトにあった内装やメニューが組ま
れていることで愛用者をつなぎとめているので
しょうね。
　さて、そのうえでプレゼンテーションにおける
シナリオも大切です。人を引き付けていく全体
の話の流れです。当社のトレーニングでは「起
承転結」を活用しています。「起」はまさにプロ
ローグ、まずは結論から述べることが王道です。
「承」では、結論に対する納得感を得ていただ
くための理由や説明です。「転」は具体例など
があると聴き手がイメージしやすくなりますね。

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

そして、「結」はその名の通り結論です。プロ
ローグに対してエピローグになります。最後にも
う一度結論を繰り返すことで聴き手に重要な
メッセージを印象づけます。ほかにもいろいろな
手法がありますが、とくに汎用性の高いSDS
法については図を参照してください。とにかく、
最初に結論、最後にもう一度結論ですね。プ
レゼンテーションは結論と結論で詳細をサンド
イッチすることを覚えておくとよいでしょう。

使用前（before）と
使用後（after）を示す
　「劇的ＢEFORE&AFTER」で古く汚い家
が見事にきれいに使い勝手よく変身する番組
はとても人気があり、視聴者をワクワクさせま
す。某テレビ局でかつて私も担当した「亭主改
造計画」という番組では、その後のお問い合わ
せはケタ外れで、大変驚いた経験があります。

　つまり、人々はこのサービスや商品を使うこ
とでどう変わるのかが知りたいのです。現在の
あなた（御社）はこうかもしれませんが、このサー
ビスを活用することであなた（御社）はこんな
風に変わります。とくにこんな風に変わるという
afterに関しては、明確に映像が浮かぶ、イメー
ジできるように具体的に話すことが大切です。
そのときこそ、無意識領域にあるイメージ力を
フル活用させます。マイホームを買う夢をもつ
家族が自宅の中に理想のマイホームの写真
を誰もが見える場所に貼っておくことで、その
夢が早く叶うようになると聞きます。私たちはこ
のイメージによって行動を促されるという研究
結果もあります。イメージを明確に伝えるため
にパワーポイントを活用することも有効です。
聴き手の脳に明確なafterの状態が描かれれ
ば、プレゼンテーションは成功したといえるで
しょう。

　さて、次回はこの話の流れに沿って、どのよ
うに表現していくか。目線、姿勢、身振り手振り
といった非言語についてお伝えします。

http://www.pdn.jp

パワーポイントの内容

SDS法 ・・・ プレゼンのサンドイッチ

Summary（プロローグ）

Summary Summary

時間軸： 全体概要　本日のご提案は３つです

： １つめは・・・　２つめは・・・　３つめは・・・

： 以上、３つご提案いたしました

Details（詳細）

Details

Summary（エピローグ）

パ

Details
聴
き
手
の
集
中
力

起承転結の流れ起承転結の流れ

冒頭結論

起

承

転 結

Point

理由
Reasen

事例
Example

最終結論
Point

※PREP法を当てはめると上図のようになります 

before&after

時間

成
果

&after

Solution

After

Before

before after

※弊社サービス「パーソナルデザイン」before&afterの場合
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事業者の違法行為を通報した労働者を保護する、公益通報者保護

法が一部改正され、令和4年6月1日に施行されました。以下では、今回

の改正のポイントをお伝えします。

1.公益通報者保護法とは
公益通報とは、事業者による違法行為などを労働者がしかるべき通

報先に通報することをいいます。公益通報者保護法は、企業内部で内

部通報を行った労働者を保護することと、内部通報の活用によって企

業不祥事が早期に発見・是正されることを期待して、平成16年に制定

されました。しかし、その後も企業による不祥事が長年にわたって通報

されることなく放置されるという事例が見られました。そこで、令和2年

に不祥事の早期是正により被害拡大の防止を図るべく、公益通報者保

護法の一部が改正されました。

図1　公益通報者保護のイメージ
出典：消費者庁「公益通報ハンドブック―改正法（令和４年６月施行）準拠版」

2.改正法のポイント

1.「公益通報」とは
公益通報者保護法により保護される公益通報とは、1.労働者等が、

2.労務提供先の法令違反等の通報対象事実について、3.不正の目的で
なく、4.一定の通報先に対して行う通報であることを要します。
ア　「労働者」等の保護対象者について

保護対象者には、当該企業の正社員やアルバイト、パートタイマー、

派遣労働者のほか、取引先の社員やアルバイト等も含まれます。

今回の改正により、当該企業または取引先の役員や、退職後1年以

内の退職者も保護対象となりました（改正法第2条1項）。

イ　通報対象事実について

「通報対象事実」は、刑法や食品衛生法、金融商品取引法など、対

象となる法律に違反する犯罪行為や、最終的に刑事罰や行政罰に

繋がる行為であることを要します。これまで刑事罰の対象行為に限

定されていたところ、今回の改正で行政罰の対象行為を含めること

となりました（改正法第2条3項1号）。

ウ　通報先について

通報先は、労働者が働いている事業者内部、処分又は勧告等をする

行政機関、その他事業者外部（報道機関等）の3通りあります。通報

先ごとに公益通報として保護されるための要件が異なりますが、今

回の改正で、行政機関や事業者外部への通報要件が緩和されまし

た。具体的には、行政機関への通報では、これまで通報事実が真実

であること（真実性）または真実であると考えたことについての相

当な理由（真実相当性）といった要件が必要でしたが、今後は氏名

等記載した書面を提出すれば真実性または真実相当性は不要とな

ります（改正法第3条2号）。また、事業者外部への通報については、

真実性・真実相当性に加えて、法3条3項各号記載の事由が必要です

が、今回の改正で、財産に対する損害が発生する可能性が高いこと

という事由や、勤務先に通報すれば通報者を特定させる情報が漏

れる可能性が高いことという事由が追加されました（改正法第3条3

号）。これまでよりも、保護される場合が広がり、外部通報を行いや

すくなりました。

2. 公益通報者の保護
公益通報を行った労働者に対して、通報を理由として解雇や不利益

な取扱い（降格、減給、退職の強要、訓告、自宅待機命令、専ら雑務に
従事させること、退職金の減額など）を行うことは禁止されています。

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、公益通報者保護法の改正とそのポイン
トについて解説いたします。

公益通報者保護法が改正されました！
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また、公益通報者が派遣労働者の場合、当該公益通報を理由として労
働者派遣契約を解除したり、派遣労働者の交代を求めたりすることは
できません。
今回の改正では、事業者が公益通報者に対して、公益通報を行った

ことを理由とする損害賠償請求ができないことが明記されました（改
正法第7条）。

3.体制整備義務
今回の改正により、従業員数が301人以上の事業者は、内部通報に

適切に対応するために必要な体制の整備等を行うことが義務付けら
れました（改正法第11条）。具体的には、事業者において内部公益通
報窓口を設置し、調査や是正措置を行う部署や責任者を定めておくこ
となどが求められます。従業員数が300人以下の事業者は努力義務と
なっています。
この体制整備義務の実効性確保のため、内閣総理大臣は、事業者

に対して報告を求め、または助言、指導、勧告を行うことができ（改正
法第15条）、勧告に従わない場合にはその旨を公表することができる
ようになります（改正法第16条）。また、報告の求めに応じなかった場
合や虚偽の報告をした場合には、当該事業者は20万円以下の過料に
処せられることになります（改正法第22条）。

4.守秘義務、刑事罰等の導入
今回の改正により、通報者が安心して通報を行えるようにするた

め、公益通報を受けて内部調査等に従事する者に対して、通報者を

特定させる情報を漏らさないことが義務付けられました（改正法第
12条）。同義務に違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられます
（改正法第21条）。

出典・引用 

監修：中本総合法律事務所

［1］消費者庁「公益通報ハンドブック―改正法（令和４
年６月施行）準拠版」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_
partnerships/whisleblower_protection_system/
overview/assets/overview_220705_0001.pdf

［2］消費者庁「公益通報者保護法の一部を改正する法
律（令和２年法律第51号）」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_
system/whisleblower_protection_system/overview/
assets/overview_200615_0001.pdf

［3］政府広報オンライン「通報者を守ります！公益通報
者保護制度」
https://www.gov-online.go.jp/pr/media/radio/sc/
text/20211205.html

図2　公益通報者保護法の改正のポイント
出典：消費者庁「公益通報者保護法の一部を改正する法律（令和２年法律第51号）」

公益通報者保護法の一部を改正する法律（令和 2年法律第 51号）

近年も社会問題化する事業者の不祥事が後を絶たず　→　早期是正により被害の防止を図ることが必要

②行政機関等への通報を行いやすく

③通報者がより保護されやすく

①事業者自ら不正を是正しやすくするとともに、
　安心して通報を行いやすく

〇事業者に対し、内部通報に適切に対応するために
必要な体制の整備等（窓口設定、調査、是正措置等）
　を義務付け。具体的内容は指針を策定【第 11条】
※中小事業者（従業員 300 人以下）は努力義務

〇その実効性確保のために行政措置（助言・指導、
　勧告及び勧告に従わない場合の公表）を導入
【第 15条・第 16 条】

〇内部調査等に従事する者に対し、通報者を特定
　させる情報の守秘を義務付け（同義務違反に
　対する刑事罰を導入）【第 12条・第 21 条】

〇権限を有する行政機関への通報の条件【第 3条第 2号】

〇報道機関等への通報の条件【第 3条第 3号】

〇権限を有する行政機関における公益通報に適切に
　対応するために必要な体制の整備等【第 13条第 2項】

信じるに足る相当の理由が
ある場合の通報

氏名等を記載した書面を提出
する場合の通報を追加

生命・身体に対する危害

（なし）

財産に対する損害（回復
困難又は重大なもの）を追加

通報者を特定させる情報が
漏れる可能性が高い場合を追加

〇保護される人【第 2条第 1項等】

（現行）

労働者

退職者（退職後 1年以内）や、
役員（原則として調査是正の取り組みを
前置）を追加

（現行） （改正）

〇保護される通報【第 2条第 3項等】 〇保護の内容【第 7条】

（現行）

（なし）

（改正）

※公布の日から起算して 2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（改正）

（現行） （改正）

（現行） （改正）

刑事罰の
対象

行政罰の対象
を追加

通報に伴う損害
賠償責任の免除
を追加

内部通報・
外部通報の実効化
内部通報・

外部通報の実効化



22年シーズン中盤戦は
ロバンペラ2勝、タナック2勝という展開に
　2022年シーズンの世界ラリー選手権（WRC）は、8月の第9戦ベル
ギーまでを終え、依然として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）がチャンピオンシップをリードしている。これまで同様、ド
ライバーズ、コ・ドライバーズ、そしてマニュファクチャラーズの3選手権で
TGR WRTが抜きんでている状態に変わりはない。
　前号でお伝えした第5戦以降の戦況を振り返っていくこととしよう。第
6戦は、アフリカのケニアを舞台とするサファリ・ラリー・ケニア。昨年は
2002年以来となるWRC復帰で大いに盛り上がり、今年は復帰後2回目
の開催となる。首都ナイロビから北西に位置するナイバシャ湖の周辺エリ
アを戦いの舞台とするグラベル（未舗装路）ラリーだ。路面はラフでありク
ルマの耐久性が問われるほか、場所によっては“フェシュフェシュ”と呼ばれ
る細かなパウダー状の砂がスタックを誘い、ひとたび雨が降れば文字どお
り泥の海がコースアウトに導くワナの多いラリーでもある。ここではロバン
ペラが競技2日目にトップに立つと、そのままポジションを譲ることなく最後

まで走り切って勝利を得た。このラリーでは、トヨタのエルフィン・エバンス
が2位、昨年このラリーで2位を獲得している勝田貴元が3位、セバスチャ
ン・オジエが4位と、トヨタが1位から4位までを独占する結果となった。トヨ
タは1993年にもサファリラリーで1〜4位を独占しており、実に29年ぶり
に快挙を再現するかたちとなった。

終盤戦に向けてチャンピオンシップも佳境
若手カッレ・ロバンペラが通算5勝を挙げて選手権トップを維持

ライバル追随もトヨタ盤石

連載 第5回

FORUM8 RALLY JAPAN
タイトルパートナー記念連載

トヨタの若手カッレ・ロバンペラ（左から2人目）が選手権をリードしている。
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　優勝後の記者会見でロバンペラは、「チームすべ
てのクルマが、この状況の中で大きなトラブルを出さ
なかったのは本当に素晴らしい。すごくタフなラリー
だったので、走りながらどこかが壊れてもおかしくない
と思ってしまうほどでした。チームのみんなは素晴らし
い仕事をしてくれました。今回、このリザルトを収めら
れたことの鍵は、そこにあると思います」と、チームをね
ぎらった。
　ロバンペラの勢いは続く第7戦エストニアでも変
わらない。エストニアはバルト3国の最も北側にあり、
フィンランドとは海を挟んだ対岸に位置する。エスト
ニア最古の街であり同国第2の都市タルトゥを拠点
とするラリーは、スムーズな路面の未舗装路で争わ
れる。路面のうねりはそのままジャンピングスポットとな
り、選手たちはコ・ドライバーが読み上げるペースノート

（コースの特徴や走り方を記したノート）にしたがって
正確なドライビングで駆け抜ける。ラリーの序盤をリー
ドしたのはトヨタのエバンスだが、2番手のロバンペラは競技2日目の後半
に雨が降り始めたタイミングで一気にペースアップ。僚友エバンスをとらえ
て、ロバンペラは首位を奪うことに成功する。ひとたびトップに立った後は
追いすがるライバルを寄せ付けることなく、シーズン5勝目を挙げている。2
位にはエバンスが入り、トヨタが1-2フィニッシュを決めた。

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） 203
2 オィット・タナック（ヒョンデ） 131
3 エルフィン・エバンス（トヨタ） 116
4 ティエリー・ヌービル（ヒョンデ）） 106
5 勝田貴元（トヨタ） 92
6 クレイグ・ブリーン（フォード） 64
7 エサペッカ・ラッピ（トヨタ） 57
8 セバスチャン・ローブ（フォード） 35
9 セバスチャン・オジエ（トヨタ） 34
10 ダニ・ソルド（ヒョンデ） 34
11 ガス・グリーンスミス（フォード） 34

※第9戦終了時点

2022年WRCドライバーズチャンピオンシップ

順位 チーム 合計得点
1 トヨタ 381
2 ヒョンデ 293
3 Mスポーツ・フォード 188
4 TGRネクストジェネレーション 100

※第9戦終了時点

2022年WRCマニュファクチャラーズチャンピオンシップ

大自然の中を走るサファリラ
リー。場所によっては野生動物
との遭遇も（写真左）。移動区
間では地元の方々から熱い応
援を受ける。

1 サファリラリーで1993年以来とな
る1位〜4位独占を果たしたトヨタ。　
2 フォードも毎戦4〜5台体制で参
戦。開幕戦では勝利を挙げた。

2

1
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「今回も素晴らしいリザルトを収められました」とロバンペラ。「金曜日の午
前中は砂利掃除をしなくてはならず、エルフィンのペースについていくのは
大変でしたが、その後からはいい戦いができるようになりました」とラリーを
振り返っている。

高速ラリーのフィンランドと
難関ベルギーでタナックが反攻の狼煙
　第8戦の舞台はフィンランド。エストニアの対岸、スカンジナビア半島の
付け根に位置し、森と湖の国とも呼ばれる。ラリー競技やモータースポー
ツが盛んであり、過去には何度もF1やWRCでチャンピオンを輩出してい
る。ラリーの拠点となるのはフィンランド中部のユバスキラ。森林の中を縫
うように走るグラベルロードは平均速度が高く、起伏に富んでいることから
ジャンピングスポットも多い。かつては“1000湖ラリー”とも呼ばれており、
風光明媚な土地柄であることが伝わってくる。
　ラリーは競技2日目にヒョンデのオィット・タナック（エストニア）が首位に
立つ展開。トヨタ勢が追うものの、タナックも僅差で逃げ続ける。最終日
を前にして、タナックと2番手ロバンペラの差はわずかに8.4秒。ふたりの
対決に注目が集まったが、最終的には6.8秒差でタナックが逃げ切り、今
シーズン2勝目を獲得した。母国エストニアでの敗戦から一転、ヒョンデに
初のフィンランド勝利をもたらした。

「今回の戦いを心から楽しみましたし、特別な勝利だと思っています。ここ
は2017年以来、ずっとトヨタ勢が勝ってきたラリーです。だからヒョンデ
チームにとって重要な勝利であることは確か。実は優勝争いができるとは
まったく思っていませんでしたが、とにかく攻めることに集中しました」と、タ
ナックは振り返っている。
　第9戦ベルギーは、4月の第3戦クロアチア以来となるターマック（舗装

路）ラリー。拠点となる
イープルは、ベルギー西
部のフランス国境にほ
ど近い古都。WRCとし
て開催されたのは昨年
からだが、イープルを拠
点とするラリーそのもの
の歴史は古く、1960年
代から形を変えながら現
在に至っている。

　農道や集落の中の道路を組み合わせたコースが多いのが特徴で、道
幅は狭く、直角や鋭角に曲がるコーナーも点在する。こうしたコーナーをク
リアする際には路肩にまで踏み込むことが多くなるため、路面には砂利が
掻き出されることになり、雨が降ればその量は倍増する難易度の高いラ
リーだ。さらにこのラリーを難しくしているのは、路肩の大きな“溝”である。ク
ルマの落ち方が悪ければコースに復帰することはかなわず、今大会でも多
くのドライバーが餌食となった。
　ラリーは序盤から波乱に満ちた展開に。初日にはロバンペラが路肩
の溝でクラッシュを喫し、2日目にはMスポーツ・フォードのクレイグ・ブリーン

（アイルランド）と、首位に立っていたヒョンデのティエリー・ヌービル（ベル
ギー）が姿を消した。代わって首位に立ったのは、前戦フィンランドで勝利
を挙げているタナック。タナックは最終日もリードを保ち続けて連勝を飾っ
て見せた。

「こんなにいい結果が残せたのは素晴らしいことです」とタナック。「ラリー
の間、常に完璧で快適な走り、という手応えは得られませんでしたが、どう
にか色 な々ことをまとめることができました」と、笑顔を覗かせた。

いよいよシーズン終盤
勝田の成長に期待がかかる
　シーズンは残すところあと4戦。荒れた路面の第10戦ギリシャ、久々の
カレンダー復活となった第11戦ニュージーランドとグラベルラリーが続き、
第12戦はスムーズなターマックのスペイン、そして最終戦として『フォーラ
ムエイト・ラリージャパン』が開催される。
　当初はロバンペラが圧倒するかと思われたシーズンだったが、ここに来
てヒョンデ勢に巻き返しの兆しも見え隠れする。選手権は依然としてロバ
ンペラが大きくリードしており、その優位は簡単には揺るがない。しかし、フィ
ンランドとベルギーで連勝を挙げたタナックや、リタイアしてしまったものの、
ベルギーでのラリーを一時リードしたヌービルの速さは特筆に値する。
　また、この第9戦まで一貫して完走・ポイント獲得を続けている唯一のド
ライバー、勝田も大きく成長を遂げている。ベルギーでは初日にマシントラ
ブルが発生したものの、粘り強く走り切って5位を得た。勝田は、そうしたラ
リーのなかでも手応えを得ていると語っている。
「これまでターマックラリーに対する自信を持ち切れていない感じがあった
んですが、そうした点をラリージャパンに向けて克服していく、ターマックで
のパフォーマンスを上げていく、という目標でベルギーには挑みました。
　昨年と比べて一番大きく改善できたと感じている部分はブレーキです。
昨年まではスムーズなブレーキングを心がけすぎてしまい、どうしてもブレー

2

1

1 トヨタチームの拠点があるフィンランドでは、大応援
団が登場。　 2 地元ドライバーが駆け抜ける時はより
いっそう応援にも力が入る。

斜めにジャンピングスポットを駆け抜けるヒョンデ。
サスペンション性能の高さがうかがえる。
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キングでタイムを失っている部分がありました。今年はそこが大きく改善さ
れ、ギリギリまでブレーキングできているという手応えがありました。その点
は大きな進歩だ。
　ベルギーとラリージャパンでは、コースのキャラクターがまったく違うので
すが、ターマックのドライビングに対する理解は深まったので、今回の経験
は間違いなくラリージャパンにも活かせると思っています」
　勝田も言うように、各ラウンドごとに道の性格は様々。開催カレンダー
のなかで、ターマックラリーは相対的に数が少ないため、実戦は貴重な機
会といえる。その中できっちりと経験を積み重ね、日本ラウンドでは、そのス
ピードを披露してくれるはずだ。

フォーラムエイト・ラリージャパン
観戦チケットは発売後即完売に
　いよいよ目前に迫ってきた『フォーラムエイト・ラリージャパン』。北海道
の札幌を拠点として行われた2010年以来の日本開催であり、新型コロ
ナウイルス禍によって過去2年開催を断念してきただけに、今年の開催
に向けて大いに期待が高まっている。スペシャルステージ（ＳＳ）の観戦チ
ケットが発売後すぐに完売してしまったことからも、その期待度の高さがう
かがえる。
　今季から初めて導入されたハイブリッドシステム搭載の『ラリー1車両』
や、地元企業であるトヨタ、そして愛知県出身の勝田貴元の活躍など、見
どころは満載だ。

　ＳＳの観戦チケットは完売してしまったものの、それでもラリーカーや選手
を応援し、フォーラムエイト・ラリージャパンを満喫する方法はいくつかある。
　現在入手可能なチケットは、サービスパーク入場券。スタート式典（セレ
モニアルスタート）が行われる11月10日から、フィニッシュを含む11月13日
まで全日程が販売中だ。
　ラリーの拠点となるサービスパークが設置されるのは、愛知県豊田市の
豊田スタジアム。名古屋グランパスの本拠地であり、名鉄豊田市駅から徒
歩約15分、愛知環状鉄道新豊田駅徒歩約17分というアクセスしやすい
場所にある。開催期間中は各チームのラリーカー整備風景を楽しむことが
できるほか、10日（木）にはスタート、13日（日）はセレモニアルフィニッシュ
が執り行われる。
　さらに、参加ドライバーがファン向けに行うトークショー『ミート・ザ・ク
ルー』や、大型ビジョンにてライブ中継も行われる予定だという。
　チケット価格は、1日あたり大人7500円、子供が3000円（３歳〜中学
生以下。2歳以下は無料）。メカニックの整備風景や車両をじっくり眺める
ことができる。現時点でスケジュールは公開されていないものの、通常であ
れば金曜日と土曜日には、1日あたり3回程度の作業時間が設けられるこ
とが多い。購入についてはラリージャパンの公式ウェブサイトをチェックだ。
　また、移動区間で選手たちを応援する方法もある。サーキットレースには
ないラリーならではの特徴で、ひとつのＳＳを走り切ったラリーカーは、次の
ＳＳに向けて移動する際、公道を使って移動する。この移動区間はリエゾン

（またはロードセクション）と呼ばれ、その国の交通法規を守りながら一般
車とともに移動していく。移動ルートそのものは公表されていないが、岐阜
県恵那市明智の『大正村浪漫亭前』、同じく恵那市岩村町の『岩村本通
り枡形周辺』では、リエゾン応援イベントを実施する計画もあるという。
　ただし、リエゾンでの応援に関しては、あくまでも一般公道であることは
忘れてはならない。競技の妨げになるような行為はもちろんのこと、道の駅
などでの長時間駐車や、
周辺住民の迷惑になる
ような行為は、今後の開
催にも大きな影響を及ぼ
す可能性がある。規則や
マナーを守り、自身の安
全も確保したうえで、選
手たちを気持ちよく応援
したいものだ。

（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 カッレ・ロバンペラ
7 7/14-17 エストニア G カッレ・ロバンペラ　
8 8/4-7 フィンランド G オィット・タナック　
9 8/18-21 ベルギー T オィット・タナック
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

3 勝田貴元は今季ここまで
全戦で完走、得点を重ねてい
る唯一の選手。　 4 競技の
合間には他チームの選手とも
談笑。親しみやすい人柄で選
手たちからの信頼も厚い。

3

4

僚友である、世界王者セバスチャン・オジエと意見を
交わす勝田。チーム内の情報共有はオープンだ。

2021年のセントラルラリー。岩村本通りには大勢の
ファンが集まり、選手たちに声援を送った。
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SDGs

■災害備蓄用食料をフードバンク等への寄付に活用
フォーラムエイトでは、緊急事態（地震などの自然災害、火災、テ

ロなど）への対策や、それらの発生時を想定した行動計画であるBCP

（business continuity plan：事業継続計画）の一環として、食料・飲

料水などの災害備蓄品を全社員分用意しています。

さらに、これらの災害用備蓄品の定期的な入れ替えに際して、役割

を終えたものについてはフードバンク団体等への寄付を行うことで、

社会的・人道的支援や食品ロス削減に貢献しています。

これは、「1.貧困をなくそう」、「2.飢餓をゼロに」、「3．すべての人

に健康と福祉を」、「12.つくる責任 つかう責任」といったSDGのター

ゲットの実現にもつながっています。

■BCP強化はSDGsの目標達成にもつながる
このような非常食の消費期限や、それに伴う定期的な入れ替え・

購入の計画は、フォーラムエイトで開発・提供を行っている「BCP作

成支援ツール」で管理・実践することができます。また、Webプラット

フォームシステム「F8VPS」のERP機能と連携することで、社員増によ

る必要個数の変動についても適切に対応することが可能です。

BCP作成支援ツールは、被災時に社員の配置を倒壊危険や火災危

険度、地震リスクなどのハザードマップと重ね合わせて地図上で確認

し、帰宅困難社員の特定や事業継続時における社員の配置検討（通

勤可否の検討）など、緊急時の復旧要員の配置計画に利用できます。

また、SNSと連携した非常時の連絡・安否確認にも対応しています。

このように企業が事業継続を図ることは、雇用を守ることに加え

て、都市および社会、産業のベースを守ること、ひいては経済成長を

維持することにつながります。さらにこれらは、「1.貧困をなくそう」、

「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」、「11．住み続けられるまちづくりを」といったSDGsの複数のター

ゲットの実現にも結びついていきます。

フォーラムエイトは今後も、ソフトウェアの開発・提供のみならず企

業活動の全般を通して、いっそう幅広くSDGsに貢献できるよう、取り

組みを継続していきます。

フォーラムエイトは2019年8月9日にSDGsミッションを公開し、ソフトウェア開発を通したSDGs貢献についての方針と活動内容を発表しま

した。さらに、デジタルツインを展開するWebプラットフォームシステムF8VPS（フォーラムエイト・バーチャルプラットフォームシステム）や

完全クラウドのUC-1 Cloud自動設計の開発・提供などに伴い、SDGsミッションの内容を順次更新・拡張しています。

ソフトウェア開発でSDGsに貢献！

フォーラムエイトの

第第第第11回

第11回 フードロス削減でSDGsを推進

全社員に3食3日分の非常食を配布し、入れ替えの際はフードバンク寄付を実施

BCP（事業継続計画）作成支援ツール

BCP作成支援ツール拠点詳細画面 BCP非常時連絡アプリ

被害状況をクラウドで共有し、作業拠点とスタッフの配置を可視化
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SPU INFORMATIONSPU INFORMATIONSPPPPPPUUU IIINNNNFFOOOOORRRRRRMMMAAAAATTTTTIIOOOOONNNNNNSPPPUUU IIIINNNNFFOOOOORRRRRRMMMMAAAAATTTTTIIIOOOOONNNNNNスーパープレミアムユーザ（SPU）
インフォメーション

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

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

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

特別な

11月16日（水）～18日（金）

デザイン
フェスティバル

聴講

SPU招待特別講演
・懇親会

毎年数回実施・ご招待予定

ゴルフコンペ
ご招待
年2回程度、
カメリアヒルズ

カントリークラブを予定

SPU入会記念品
贈呈

スイート・ゲーム
プログラミングPC
など毎年変更

PC詳細
2022年

各種講演会、
交流会ご招待

「日本のヴィジョン
を考える会」

月例講演会へ参加
MIT

「Japan Conference」
ご招待懇親会（2023/2/14 東京）

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

会員登録
2021年4月1日～2023年3月31日

会員期間 【第3回】

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

SPU招待特別講演・懇親会
毎年各地で SPUの皆様をご招待した特別講演会と懇親会を予定しております。本イベントでは、特別講師による貴重なご講演や、弊社のVR・BIM/CIM・FEM・ク
ラウドソリューションをはじめとしたプレゼンテーション等を行っており、講演終了後にはお食事を交えながら会員の皆様でご歓談いただく懇親会も予定しております。
これまでには、唐沢 理恵氏 (パーソナル・アドバイザー)や玉木 正之氏 (スポーツ評論家 )、秋田大学学長 山本 文雄氏等を特別講師としてお招きしご講演をいただき
ました。次回は 2023 年 2月14日に東京にて開催予定です。皆様のご来場心よりお待ち申し上げます。

10月の勉強会は以下の日程で開催予定です。
■ 日程：2022年10月27日（木）19：00～
■ 講師：実業家、米国先端政策研究所(CAP)上席研究員、元在日米国商工会議所会頭、元米国通商代表部(USTR)日本部長　グレン・フクシマ氏

【2022年8月勉強会】
「地政学と日本の大戦略」
8月23日（火）19:00-21:00
講師：外交政策研究所代表
　　  宮家 邦彦氏

【2022年9月勉強会】
「文明論から見たロシア侵攻」
9月26日（月）19:00-21:00
講師：文明論考家、アニミズム論考家、日本シンガポール
　　  協会顧問 　上野 景文氏

過去の開催内容

開催予定

※SPU会員の皆様へは、詳細決定次第メールにてご連絡いたします。

【2022年7月勉強会】
「日本病～悪い円安は本当か～」
7月21日（木）19:00-21:00
　講師：第一生命経済研究所首席エコノミスト
　　  　永濱 利廣氏

内容 １５：００ -１５：２０ ご挨拶、FORUM8の活動と製品開発

１５：２０ -１６：２０ 特別講演

１６：２０ -１６：４０ FEMプレゼンテーション

１６：４０ -１７：００ VR・CG　BIM/CIMプレゼンテーション

１７：００ -１７：２０ スイートERPプレゼンテーション

１７：３０ -    ネットワークパーティ

2022 年 9月 6日（火）  ラグーナベイコート倶楽部名古屋

全国ツアーが盛況だったパックンマックンのパトリック・ハーラン氏による“話術は磨ける"

をテーマとした特別講演、そして11月10－13日の「FORUM8 Rally Japan2022」のご紹

介を行いました。プロの話術から、トークの秘訣を吸収！さっそく取り入れたいものばかり

です。懇親会では小坂恵那市長よりラリー成功に向けたご挨拶をいただきました。

※開催予定詳細は決定次第HPにて掲載いたします。
https://www.forum8.co.jp/forum8/

fpb-premium.htm#spu

フォーラムエイト・ラリージャパン2022開催記念 SPU招待特別講演会・懇親会開催レポート



実施期間

製品定価（税抜）100万円以上の当社製品をご購入いただくと、

スイート・ゲームプログラミングPCを1台無料でご提供いたします。

2022年10/1（土）⇒ 2022年12/31（土）  

キャンペーン情報

実施期間 2022年10/1（土）⇒ 2022年12/31（土）  
1

2

フォーラムエイトデザインフェスティバル 2022を含む弊社主催、または出展イベント
に来場登録いただくと、来場登録数（最大件）に応じて製品購入時に割引をいた
します。

来場登録数1件 ： ５％OFF　2件 ： 10％OFF　3件 ： 15％OFF

対象製品例

UC-win/Road Ver.16 Ultimate

UC-win/Road Ver.16 Driving Sim

Engineer's Studio® Ver.10 Ultimate

FEMLEEG Ver.12 Advanced

FEMLEEG Ver.12 Standard

GeoFEAS Flow3D

価格

1,892,000 円
（税抜 1,720,000 円）

1,210,000 円
（税抜 1,100,000 円）

2,310,000 円
（税抜 2,100,000 円）

1,485,000 円
（税抜 1,350,000 円）

1,155,000 円
（税抜 1,050,000 円）

1,837,000 円
（税抜 1,670,000 円）

対象 ： 2022/10/1～12/25開催のイベント・フェア

出展イベントのご案内　▶P77

定価
49,800円（税込）

デザインフェスティバル 2022 は Day1・2・3全日参加で 3件！ 15％OFF！

同梱ソフトウェア
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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。

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

131,207
（2022年9月13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.104-105）

NPOシビルまちづくり
ステーション

http://www.itstation.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/

対象製品

FEMLEEG Ver.12 Advanced

FEMLEEG Ver.12 Standard

FEMLEEG Ver.12 Lite

通常価格

1,485,000 円
（税抜 1,350,000 円）

1,155,000 円
（税抜 1,050,000 円）

550,000 円
（税抜 500,000 円）

キャンペーン価格

1,262,250 円
（税抜 1,147,500 円）

981,750 円
（税抜 892,500 円）

 514,250 円
（税抜467,500 円）

■リリース記念キャンペーン価格

実施期間 2022年10/1（土） ⇒ 2022年12/31（土）  
3

新バージョンリリースを記念いたしまして、

FEMLEEG Ver.12を15％OFFでご提供いたします。

フローレンス
https://fl orence.or.jp/

在ウクライナ
日本国大使館
https://www.

ua.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/

NEW
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「Up&Coming138 号」（2022 年 7月1日発行）にて同封・実施いたしまし

た読者アンケート（実施期間：2022 年 7～ 8月末）について、ご回答いた

だいた皆様には、多くの貴重なご意見・ご感想をお寄せいただきましたこと

を、この場を借りて厚く御礼申し上げます。ご返送いただいたアンケートで

は、誌面についてのご意見のみならず、ご利用の製品・サービスおよびサポー

トに対するご意見・ご要望も多数お答えいただきました。

ここでは、「U&C 本紙の記事・コンテンツ」、「HP でよく閲覧するカテゴリ」

のランキング上位のご紹介と、主なご要望・ご意見の内容について、抜粋し

てご報告させていただきます。

ご要望等につきましては、ご指摘いただきました内容を真摯に受けとめ、今

後の製品開発および各種サービス、営業活動の参考とさせていただきます。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

U&C：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

Up&Coming・HP・SNS　アンケート2022実施結果

U＆C本紙の記事・コンテンツ ランキング

1位 新製品紹介
・ 業務効率化に役立つソフトの有無をチェックできる
・ 新製品・改定Verの概要が分かりやすい
・ 最新のソフトの状況を知ることは、仕事効率の上で非常に有用

2位 新製品・新バージョン / 開発中製品情報
・ 現在どのような製品を改訂、開発しているか知ることができる
・ どんな製品があって、どうバージョン更新されているか見るのが面白い
・ 使用ソフトの改定内容、修正内容確認の際、改定内容が分かりやすく
簡潔にまとめられていた

3位 ユーザー紹介
・ 他社の活用事例や課題等、自社の展開に参考となる
・ プログラムがどのような分野で活用されているかが明らかとなる
・ 似た業種の運用方法について参考になった

4位 河川余話
・ 河川の専門的な話から歴史的な話に変わっていくのが面白い
・ 河川用語がイラストと写真でコンパクトに1枚に纏まっていてわかりや
すく参考になった

5位 ユーザ製品体験レポート
・ 多種多様な工種工法に対するアプリケーションの適用の実例が参考に
なる

・ 今後の購入に際し参考にしたい

7位 フェア･セミナー情報

8位 サポートトピックス

9位 ちょっと教えたいお話

10位 Shade3Dニュース

6位 都市と建築のブログ
・ 世界の建築文化が面白おかしく紹介されており、毎回楽しみ
・ 色々な箇所が紹介されていて楽しい。行ってみたくなる

Up&Comingアンケートご意見と対応状況

紙面の記事・コンテンツランキングにつきましては、上記の通りでした。前

回アンケート実施時（2020年7月～8月末）以降に新しく連載が開始した

「ユーザ製品体験レポート」「ピルビスワーク実践講座」「パーソナルデザ

イン講座」「FORUM8 RALLY JAPAN記念連載」にもご好評の声を多数

いただいております。今後も一層読み応えのある記事を提供できるように

していきます。

また、全体の印象につきましては、全体的にちょうどよく読みやすいと

いった意見を多くいただいておりますが、情報量が多すぎる、文字が小さ

くて読みづらい、といったご意見もお答えいただきました。引き続き、より

見やすいレイアウトになるよう改善に努めてまいります。

文書全体について

Up&Coming 全体の印象について

62% 59%

■読みやすい（見やすい）　　■普通　　■読みにくい（見にくい）

レイアウトについて

SNSについて
フォーラムエイトのSNSアカウントについて、ご回答いただいたユーザ様

の 95%が「フォーラムエイトのSNSを知らない」「知っているが閲覧した

ことはない」という結果でした。

SNS では、Up&Coming の記事をコンパクトにした内容をご紹介したり、

最新の製品情報やイベント出展情報、キャンペーンのお知らせなどを投稿し

ています。重要な情報を発信すると同時に、より多くの方に親しんでいただ

けるようにしていきたいと思っております。ぜひともご愛顧いただけますと

幸いです。

https://www.facebook.com/
forum8JP

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

https://twitter.com/
FORUM8JP
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HPでよく閲覧するカテゴリ

ランキング

1位 製品情報
製品情報をカテゴリ別に掲載し、製品の
詳細な内容をご確認いただけます。

2位 ユーザ情報ページ
ライセンス情報の確認、ダウンロード
サービス、ファイル転送サービスなどが
ご利用いただけます。

3位 新着情報 4位 サポート

5位 セミナー情報

HPアンケートご意見と対応状況

現在、HPのサポートページを、より便利に

お使いいただけるよう順次リニューアルして

おります。また、ユーザ情報ページにおきま

しても、サポート窓口、お問い合わせ等の

情報をまとめてご覧いただけるメニューを

追加いたしました（画像右）。また、ソフト

ウェアの更新情報をはじめとして、よくご覧

いただくという回答が多かったページにつ

きましては、よりアクセスしやすくなるよう

に今後も随時改善して参ります。

当選者様一覧

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

FORUM8オリジナルPC

RallyJapanオフィシャルグッズ

FPB人気景品

フォーラムエイトラリージャパン観戦ご招待

WRCオフィシャルグッズ

測地開発 様／株式会社ツルタコンサルタン
ト 様／中日本ハイウェイ・エンジニアリング
東京株式会社 様／関西設計株式会社 様
株式会社山本設計 様

ポロシャツ
株式会社サンライズプランニング 様／株式会社サ
ンユウシビルエンジニアリング 様／アイケイ・プラ
ンニング 様／日本工営株式会社名古屋支店 様
株式会社CORE技術研究所 様

Tシャツ
JAYデザイン 様／株式会社URリンケージ 様
佐溝設計 様／株式会社中央設計技術研究所 様
株式会社石田技術コンサルタンツ 様

ポーチ　Y設計 様

ポンチョ
JAYデザイン 様／株式会社新日設計 様

スイートゲームプログラミングPC
株式会社フジ土木設計 様
株式会社コクエイ 様／株式会社ペック 様
佐伯調査株式会社 様
株式会社東亜コンサルタント 様

スイート法人会計モバイルPC　くさか設計事務所 様

ぐーももファーム無農薬・季節野菜の
お取り寄せ（6回分）
株式会社 AI CIVIL 様／株式会社大進コンサ
ルタント 様／第一航業株式会社東北支社 様

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）

株式会社ジーアイシー 様／株式会社基礎建設
コンサルタント 様／株式会社新日本設計 様

スウェット
株式会社相建エンジニアリング 様／有限会社高島綜合計画事務所 様

フーディー
株式会社エポック設計 様／日本工営株式会社名古屋支店 様

キャップ
東邦技術株式会社 様

35周年記念図書カード（1,000円分）

RallyJapan記念図書カード（500円分）

上記抽選に漏れた
応募者の中から抽選

FPBポイント（10,000ポイント）

さらに抽選に漏れた応募者の皆様より抽選Global Engineering Software Company

www.forum8.co.jp

¥1000

���������	�
����

¥500

※ご当選は発送・メールでのご案内をもってお知らせいたします。

たくさんのご応募ありがとうございました。2022 年 9月7日、フォーラム
エイト東京本社にて、厳正に抽選を実施いたしました。
景品は順次発送してまいります。
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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。

第4回 VR推進協議会オープンセミナー 東京　開催レポート

日時：2022年6月29日（水）14:00～　

会場：フォーラムエイト東京本社セミナールーム

「国土強靱化と危機管理 -DXへの期待」

現在、社会は先を見通すことが難しい「VUCAの時代」呼ばれています。

不確実性を乗り越えて成長・発展していくためには、情報の見える化や共有

が重要になります。何が起こるか予測不可能な事象において、予防策や対応

策を動的に対応できるシステムによるレジリエンスが求められます。

災害に勝つことは難しくても「負けない」組織・社会を目指すための対応策

を考える必要があります。

BCM／BCPの目的は、サービスや製品の供給責任を果たすことです。

災害に対する現代社会の課題としては、情報がないことによる二次災害

／長期戦になること／場当たり的な対応になること／資源の枯渇などがあり

ます。これに対する対応策としては、重要業務を特定し目標を明確にするこ

と／依存しているリソースが制限された場合の対応を考えること／災害発生

後の対応能力を高めること／実効性を検証することが挙げられます。この意

味で、フォーラムエイトの製品・技術による災害シミュレーションは非常に有効

だといえます。

一般社団法人レジリエンス協会 副会長
芝浦工業大学 システム理工学部 環境システム学科 教授 増田 幸宏 氏

「デジタルツイン、VRシミュレーション技術の活用とその効果」

デジタルツインのメリットを、自身の富士スピードウェイのプロジェクトを原
点として紹介。完全3D化で細かく作り込むことにより、設計だけでなく、看
板の販売、広報戦略、未来のイベント運営シミュレーションにおけるリスク分
析など様 な々目的で活用できます。
また、CGシュミレーションを用いることでアイデアの可視化が容易に実現

するようになり、プロジェクトの参画者が意見を出しやすい環境を構築する
のにも役立ちます。
このようにデジタルツインはビジネス成功の鍵となることがわかります。

また、維持管理については、将来的な不安に対するデータの蓄積や、管理
台帳と点検簿の共有、記録やアーカイブとしての資産といった効果が挙げら
れます。
ものづくりにおいては、生産ラインまでデジタル化してプラットフォーム化

することで、広く関係者を巻き込んで様 な々議論の場を創り出すことができ
たり、制作の過程で問題となる点を事前に明らかにすることができます。今
まで関係がないと考えられていた分野がデジタルツインを活用することで、
様 な々分野に参画しやすくなり、以前では考えられなかったような効果を生
むことにも期待ができます。

また、F8VPSによるバーチャル講義について、教師と学生間以上に希薄
になりがちな学生同士のコミュニケーションという課題について、学生同士
が共有できる廊下の空間の構築といった拡張展開を紹介。
今後、制作、演出、広報などの様々な分野でデジタルツイン・デジタルプ

ラットフォームを活用したビジネス的、文化的側面の発展が望まれるのでは
ないかと展望しました。

日本大学 理工学部土木工学科 教授　関 文夫 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4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29日に

東京で開催いたしました。
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デジタルツインがすでに成功を収めていることははっきりしていますが、今

後、現実とデジタルの狭間をどのようにデザインしていくかが課題になります。

ガラス面を通して海水の中を見ることができる水族館は、自分自身はフィジ

カルな空間にいながら、同じ環境で存在できない魚を眺めることができる、と

いう点でモニター越しにVRを見ている状態のメタファーであるとしました。

現在のSNSなどで、人がフィジカルな世界から離れ、アバターなどを介し別

人格を演じている状況について、二元市民権という概念で表現。このような状

況が浸透したことで、職業やエンタメの表現方法が多様化したといえます。

しかし、デジタル空間は便利な反面、黙しやすいという一面もあります。フィ

ジカルな空間でのコミュニケーションには相手と目を合わせられるなど、対面

であることの重要性もあります。また、相手が周囲のどこを見ているかという視

点・視線が分かることも、ノンバーバルな情報として重要になります。

このようにアナログでフィジカルなものには、デジタルで置き換えられない

部分があり、今後フィジカルな部分とデジタルな部分をよりシームレスにつなぐ

という考え方が必要になってくるのではないでしょうか。また、人間にとって孤

独は強烈なものであり、愛着のある人やもの、場所を忘れられない／忘れられ

たくないという欲求を持っています。そこで、遠くにいる人や現実世界にいない

人とコミュニケートする「TeleAbsence」という概念が鍵になるとしました。

「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

懇親会
セミナー終了後には、屋形船「船清」で懇親会が行われました。天気は

曇天でしたが幸い雨には見舞われず、無事に出航することができました。

講演者および関係者の皆様、また、多数のセミナー参加者の皆様にご出

席いただきました。乾杯の音頭は一般財団法人VR推進協議会監事の川村 

敏郎氏に取っていただき、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。

特別対談　石井 裕 氏 × 関 文夫 氏
石井氏の講演を受け、データと同様に感性や感動も大事であるというこ

と、プレゼンでは写真より絵の方が効果的な場合もあるという話題が上がり

ました。プレゼンなどの際に写真より絵の方が記憶に残るのは、絵には重層

的な思い出があるためであると石井氏は語りました。

現在のメタバースは、エモーショナルな感覚の優先順位は低く、物流や人

がただ歩いているだけの空間になっています。情景や匂いなどの詩的な感

覚が得られないところに課題があるものの、メタバースを作る目的を明確に

してそれぞれ使い分けることが、今後メタバースの表現の幅を広げるのに最

も重要になるといえます。文化的で豊かな生活をしなければ本当のDXは実

現しないとし、対談は締めくくられました。

詳細

VRシステムオブザイヤー
当協会の会員である株式会社フォーラムエイトが開催
する「第21回3D・VRシミュレーションコンテスト」に応
募された作品の中から、最も優れたVRシステムを表彰
する「VRシステムオブザイヤー」の審査を当協会が行
います。受賞作品は、株式会社フォーラムエイトのデザ
インフェスティバル2022において発表いたします。

NEW!

日程
10/17（月）　作品応募締切
11/4（金）～11/13（日）　クラウド一般投票
11/15（火）　受賞作品本審査会
11/16（水）　各賞発表・表彰式　
　　　　　  会場：品川インターシティホール

賞品
トロフィー／賞状／通販ギフト券（30万円分）



表技協創設者の故羽倉弘之氏の功績を称え2017年に創設された「羽倉賞」。2021年のFORUM8 デザインフェスティバルで授賞式が行われた「第5

回羽倉賞受賞者」による記念講演、およびネットワークパーティを開催しました。

分野を問わず最先端の表現技術を活用した「作品」および「取り組み」について、昨年のデザインフェスティバルでのプレゼンテーションから深く踏み込ん

だ内容で、制作プロセスから、-現在、さらに表現技術を切り開く未来について言及がありました。質疑応答では「こういった使い方ができたらおもしろそう！」

「イベントで一緒に何かできそう！」といった次のステップにつながる活発なやりとりがあり、たいへん盛況な会となりました。総括として、表技協 長谷川 章会

長から「最高の技術が集まった。多岐にわたる表現、技術を組み合わせての表現、新しい出会いがあった」と語気強く語りました。

アバターの使い分けがデフォルトになっていく未来
デジタルカメンは、「仮の顔」として好みのCGキャラクターを表示する

軽量薄型有機ELディスプレイを搭載。裏面に装着者の表情の変化

を測定する反射型フォトセンサアレイが組み込まれている。顔の表情

の変化に伴う皮膚の変化を計測し、表情認識モデルを構築する事

で、装着者の表情および口の動きをリアルタイムでアバターの表情へ

と反映させる。実験では、平均79%の認識精度を達成し、被験者から

は自身の表情や発話が違和感なくアバターの表情に反映されたとい

う評価が得られた。時・場所・人に合わせてアバターを使い分けること

で、心がもっと自由になるそんなMRの世界の創造をめざします。

「デジタルカメン」  公立はこだて未来大学 竹川佳成氏優秀賞

フォーラムエイト国土強靭化賞

記録を未来に活かす
同じ場所で異なる時期に撮影した2つの360度映像を切り替えながら

視聴することで、細かい違いに気づくことができる表現技術。例えば、

災害直後の映像と復興中の映像を比較することで、あたかもその場に

いるような臨場感を伴いながら、災害の凄惨さや復興の状況を能動的

に体験する効果が期待できます。様々な利用者を想定し、VRゴーグル

用とタブレット用の2つのアプリを開発。公共メディアとして、ピンポイン

トに、信頼できる情報を提供することをめざしています。

「Before/After VR」  NHK放送技術研究所 川喜田 裕之氏

音楽の未来
ヘッドフォンを装着して、スマートフォン（iPhone）にインストールされた

Sound Scope Phoneを起動し、再生ボタンを押すと、ヘッドフォンから

聞こえる音響空間上に、ユーザの周囲360度を取り囲むように10種

の楽器音が出現。Sound Scope Phoneは、フロントのカメラで得た

画像をAIで処理し、iPhoneから見えるユーザの頭部方向を検出。あた

かも周囲を演奏者に取り囲まれたかのような音楽体験が可能です。

表現技術を用いた新時代の音楽体験。

「Sound Scope Phone」  理化学研究所 浜中雅俊氏
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奨励賞

星空が見られない晴天率30%だったからこそ生まれた光の表現
群馬県みなかみ町谷川岳天神平で開催された星空鑑賞イベント「天空のナイトクルージング」。谷川岳

の山並みにプロジェクションマッピングを投影し集客増の取組となりました。さらにイベントを楽しんでもら

う為、公式HP内で「天空のナイトクルージングの楽しみ方ガイド」を開設。会場内のウォークスルー体験

や女性2人が会場内を楽しむ様子を撮影した映像、星空タイムラプス映像等を公開、オンライン配信な

ど、参加者がワクワクする取組を重ねています。

「川湯の森 ナイトミュージアム 森の図鑑」  ALAKI株式会社 伊東直郎 氏

奨励賞

デジタル技術をもっと身近に
森の中に設置されたQRコードを読み取ると、カメラを通して野生動物の3DCGを表示するAR体験を提

供。動物と一緒に写真撮影を行う機能や、ナレーションを再生して動物に関する知識を得る機能も実装

しました。ARを体験したことがある人にもない人にもすぐに楽しんでもらうためには「安定して提供する」

「体験のハードルを下げること」「体験のクオリティを高める」など大切なポイントがあります。参加者の満

足度を高めること、環境負荷の少ない、持続可能な観光資源の創出にむけて取り組んでいます。

「天空のナイトクルージング楽しみ方ガイド」  みなかみ町観光協会 鈴木和幸 氏

奨励賞

映像作家が表現する技術
蛍光材料を含んだ透明スクリーンで構成された層構造のディスプレイにプロジェクションした映像が、蛍

光材料の物性である励起・反射により、各層に分離して表示。赤・緑・青を分離することで最大3層の立

体表示が可能で、スクリーンを造形したり、動かすことで多様な表現が可能に。単に装置の発明だけで

なく、ディスプレイでの表現手法を、映像作家でもある作者が開発し作品化している点が特徴的です。

「Layers of Light/光のレイヤー」  石川将也氏

奨励賞

新しい味覚のコンテンツ、表現の新領域としての味覚
食べたい料理名を声に出すと、その映像が表示され、画面を舐めるとその料理の味がします。味センサ

で取得されたデータに基づき、10種類のスプレーで透明なシートに味が噴霧、それがベルトコンベアのよ

うに巻き取られて画面の上にくるという仕組みで、ほぼ全ての料理の再現ができ、基本五味のみならず、

渋味・辛味・アルコール味も表現可能です。単なる味の再現ではなく、味表現に対する創造性が多くの

人に開かれる未来にむかっています。

「味わうテレビ TTTV」  宮下芳明氏（明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス学科）

優秀賞

個々の強みを最大限に活用
磁性流体メーカーである株式会社フェローテックマテリアルテクノロジー

ズによる新技術「蛍光磁性流体」をメディアアートに応用する取り組み

を、これら企業の支援を得て開始。蛍光磁性流体を「磁性流体彫刻」の

立体造形に応用し、ブラックライトおよびその他の照明装置の利用と、

蛍光磁性流体を立体表面に流動させるための適切な電磁石とコン

ピュータ制御によって、これまでにない先端的な動く立体造形表現と映

像表現へと展開。蛍光磁性流体だからこそできる表現を考えながら創

作を続けています。

「蛍光磁性流体のメディアアートへの応用」  電気通信大学 児玉幸子氏
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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.17

すべては概念であるすべては概念である

世界はさまざまな技術的革命によって拡大され、拡張されてきた。世界はさまざまな技術的革命によって拡大され、拡張されてきた。
言語文字革命、印刷革命、産業革命、メディア革命、モバイルネット言語文字革命、印刷革命、産業革命、メディア革命、モバイルネット
ワーク革命と続き、現在に至っている。ワーク革命と続き、現在に至っている。
そしてこれからVR 革命が起こり、世界はメタバースへと進むのではそしてこれからVR 革命が起こり、世界はメタバースへと進むのでは
ないかと言われている。ないかと言われている。

だが、果たしてこれは世界の拡張なのだろうか？だが、果たしてこれは世界の拡張なのだろうか？

制御できる世界をいくら拡大し、精細化していっても、世界を捉えた制御できる世界をいくら拡大し、精細化していっても、世界を捉えた
ことにはならない。ことにはならない。
世界の果てにたどり着くことはできないだろう。世界の果てにたどり着くことはできないだろう。
なぜなら、世界とは物理的な環境ではなく、概念だからである。なぜなら、世界とは物理的な環境ではなく、概念だからである。
つまり、そもそも世界は我々の頭が作り出した構築物であり、存在しつまり、そもそも世界は我々の頭が作り出した構築物であり、存在し
ないということだ。ないということだ。

世界と同様、社会も存在しない。世界と同様、社会も存在しない。
社会もただの概念だからである。社会もただの概念だからである。
また宗教や神や仏ももちろん存在しない。また宗教や神や仏ももちろん存在しない。
それらはすべて私たちの脳が創り出したただの概念である。それらはすべて私たちの脳が創り出したただの概念である。

無心とは無心とは

ここで子どもを観察してみよう。ここで子どもを観察してみよう。
暑い、寒い、空腹、満腹、痛い、くすぐったい、かゆい、眠い……暑い、寒い、空腹、満腹、痛い、くすぐったい、かゆい、眠い……
これらは何かを求めるといった複雑な情動ではなく、ただの身体反これらは何かを求めるといった複雑な情動ではなく、ただの身体反
応である。応である。
つまり方向性を持たないのだ。つまり方向性を持たないのだ。
よって赤ん坊は何かを求めているのではなく、ただ生きているのでよって赤ん坊は何かを求めているのではなく、ただ生きているので
ある。ある。
まさに無心と言えるだろう。まさに無心と言えるだろう。

大人に成長しても、生活が保証されれば、誰もが赤ん坊と同じく無大人に成長しても、生活が保証されれば、誰もが赤ん坊と同じく無
心でいられるのではないだろうか？心でいられるのではないだろうか？

毎日がはじまり

人間のゲーム化人間のゲーム化

だが成長するにつれ、人間には食欲や性欲、名誉欲、金銭欲など、だが成長するにつれ、人間には食欲や性欲、名誉欲、金銭欲など、
さまざまな欲望が生まれてくる。さまざまな欲望が生まれてくる。
生まれてくるというより、実情はそのように学習されるということだ生まれてくるというより、実情はそのように学習されるということだ
ろう。ろう。

生物の行動の根本原理は繁殖するためのものである。生物の行動の根本原理は繁殖するためのものである。
動物の世界では最終的に勢力の強いものが繁殖環境を制して子孫動物の世界では最終的に勢力の強いものが繁殖環境を制して子孫
を増やしていくが、人間の場合はここに秩序を組み込み、ルールをを増やしていくが、人間の場合はここに秩序を組み込み、ルールを
作った。作った。
それが婚姻制度や一夫一妻制度などである。それが婚姻制度や一夫一妻制度などである。
繁殖という根本的な行動原理をルール化したのだ。繁殖という根本的な行動原理をルール化したのだ。

これが人間社会の始まりであり、世界の始まりである。これが人間社会の始まりであり、世界の始まりである。
環境があり、ルールがあり、競争があり、結果が決まる。環境があり、ルールがあり、競争があり、結果が決まる。
これは何かというと、ゲームである。これは何かというと、ゲームである。

つまりここから、人間のゲーム化が始まったのだ。つまりここから、人間のゲーム化が始まったのだ。

スポーツはもとより、世界、社会、経済、貨幣、国家、宗教、学校、スポーツはもとより、世界、社会、経済、貨幣、国家、宗教、学校、
コミュニケーション、ネットでの言動など、人間のすべての活動はゲーコミュニケーション、ネットでの言動など、人間のすべての活動はゲー
ムとして捉えることができる。ムとして捉えることができる。

これらゲーム化の延長として、メタバースでのセカンドライフの到来これらゲーム化の延長として、メタバースでのセカンドライフの到来
が予感されているのだろうが、それは革命足り得るだろうか？が予感されているのだろうが、それは革命足り得るだろうか？

答えは否である。答えは否である。
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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。

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!

用意されたゲームで遊んでいる用意されたゲームで遊んでいる

私たちはずっと用意されたゲームで遊んでいるだけのただの子どもで私たちはずっと用意されたゲームで遊んでいるだけのただの子どもで
ある。ある。
公園の遊具を考えてみればわかるだろう。公園の遊具を考えてみればわかるだろう。
子どもたちは、誰かが考え、安全に配慮し、景観を損なわないよう子どもたちは、誰かが考え、安全に配慮し、景観を損なわないよう
デザインされた遊具で遊ぶ。デザインされた遊具で遊ぶ。
遊具を自分で考えたわけではない。遊具を自分で考えたわけではない。
ただ与えられた遊具を上手く操れたことを誇っているのだ。ただ与えられた遊具を上手く操れたことを誇っているのだ。

私たちはそろそろ子ども時代を卒業しなければならない。私たちはそろそろ子ども時代を卒業しなければならない。
いつまでも、誰かが仕掛けたゲームで遊んでいる場合ではないのだ。いつまでも、誰かが仕掛けたゲームで遊んでいる場合ではないのだ。
メタバースも同じである。メタバースも同じである。
このままでいけば、メタバースもただちょっと新しいゲームにしかなこのままでいけば、メタバースもただちょっと新しいゲームにしかな
らないだろう。らないだろう。

メタバースを活用するなら、用意されたゲームで遊ぶといった従来のメタバースを活用するなら、用意されたゲームで遊ぶといった従来の
延長線で考えても意味がない。延長線で考えても意味がない。
それではいままでどおり、私たちは、誰かが与えた餌を食べるだけそれではいままでどおり、私たちは、誰かが与えた餌を食べるだけ
のただの奴隷のままだ。のただの奴隷のままだ。
奴隷がちょっと新しい奴隷になるだけである。奴隷がちょっと新しい奴隷になるだけである。
そこに革命はない。そこに革命はない。

そろそろ私たちは誰かのお膳立てから逃れなければならないだろう。そろそろ私たちは誰かのお膳立てから逃れなければならないだろう。
メタバースに可能性があるとすれば、いままでのような奴隷生活かメタバースに可能性があるとすれば、いままでのような奴隷生活か
ら離脱するきっかけとなること、その一点である。ら離脱するきっかけとなること、その一点である。

奴隷から逃れるには奴隷から逃れるには

用意されたゲームに没入するという考え方は従来の発想の延長でし用意されたゲームに没入するという考え方は従来の発想の延長でし
かない。かない。
そこに革命はなく、やがてまた別のゲームが登場するだけだろう。そこに革命はなく、やがてまた別のゲームが登場するだけだろう。
ゲームに没入するという発想では永遠にゲームプレーヤーから逃れゲームに没入するという発想では永遠にゲームプレーヤーから逃れ
られないのである。られないのである。

ではどうすればいいだろうか？ではどうすればいいだろうか？
逆に考えてみるのだ。逆に考えてみるのだ。
逆とは何かといえば、現実からゲームに入るのではなく、ゲームか逆とは何かといえば、現実からゲームに入るのではなく、ゲームか
ら現実に「出る」ということだ。ら現実に「出る」ということだ。

つまり、自分が仮想空間のアバターをコントロールするのではなく、つまり、自分が仮想空間のアバターをコントロールするのではなく、
アバターが生身の自分をコントロールするという逆転の発想である。アバターが生身の自分をコントロールするという逆転の発想である。

メタバースの私が、現実の私に対しアクションを起こすのだ。メタバースの私が、現実の私に対しアクションを起こすのだ。

奴隷が主人になる。奴隷が主人になる。
これこそが革命であり、メタバースが真に新しいブレイクスルーをもこれこそが革命であり、メタバースが真に新しいブレイクスルーをも
たらす唯一の道である。たらす唯一の道である。

人類の解放人類の解放

この考え方は実現不可能な荒唐無稽なものに思えるかもしれない。この考え方は実現不可能な荒唐無稽なものに思えるかもしれない。
だが、いままで起こった革命も、すべて最初は荒唐無稽だったのだ。だが、いままで起こった革命も、すべて最初は荒唐無稽だったのだ。
誰もが無理だと思ったことを起こすことが革命なのである。誰もが無理だと思ったことを起こすことが革命なのである。

もっと言えば、これは意識の変革をもたらし、人類を解放する考え方もっと言えば、これは意識の変革をもたらし、人類を解放する考え方
かもしれない。かもしれない。
なぜなら、これはメタバース上のもう一人の私と出会う初めての体験なぜなら、これはメタバース上のもう一人の私と出会う初めての体験
だからだ。だからだ。

私たちは生涯、自分の目で自分の背中を見ることはない。私たちは生涯、自分の目で自分の背中を見ることはない。
私たちは私たちの本当の姿を見ることはできない。私たちは私たちの本当の姿を見ることはできない。
だが、メタバース上の私はそれを可能にする。だが、メタバース上の私はそれを可能にする。

その私は、私からは見えない本当の私なのだ。その私は、私からは見えない本当の私なのだ。
つまり、これはもう一人の私、本当の私との人類史上初めての出会いつまり、これはもう一人の私、本当の私との人類史上初めての出会い
なのである。なのである。

私たちはそこに、時間と空間の束縛からの解放と、大自然と宇宙と自私たちはそこに、時間と空間の束縛からの解放と、大自然と宇宙と自
分との一体化を見るだろう。分との一体化を見るだろう。
そこにいたり、人類はついに「宇宙は我也」を知るのである。そこにいたり、人類はついに「宇宙は我也」を知るのである。



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

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

¥500¥500

NEW!

表現技術検定 受講料

12,000pt
・建設ICT
・クラウド-AI
・情報処理／データベース
・まちづくり（入門／応用）
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おそばで家呑みセット

※発送時期：6月～12月

32GB 1,000pt
16GB        900pt

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

48,500pt

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
36,000pt

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
8,500pt③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

800pt

9,500pt

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

2,300pt

2,300pt

920pt

1,500pt

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

①ファンヒーター 空気清浄機能付　dyson
②空気清浄機能付 テーブルファン　dyson

37,300pt③ルンバ（e5）　dyson

10,100pt⑨Echo Show 5　Amazon
16,600pt  ④体組成計インナースキャンデュアル　TANITA

21,200pt

6,300pt
19,900pt

⑤めざましカーテン　Robit
⑥セサミスマートロック　Candy House
⑦Qrio Lock　Qrio

6,900pt⑧MaBeee　NOBARS

①

②

②

③

④

④

①

③ ④

⑤ ⑥

⑨⑧

⑦

① ②

② ③

ECO関連

②①

②①

②① ②①

②①

①

② ③ ④

③

①

①
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コラム 映画 GOOD MOVIE HUNTING VOL.12

　芸術の秋、皆さんどのように過ごされるご予定でしょう
か？映画界では、10~11月に掛けてアカデミー賞の有力候
補の作品が上映、日本では10月末から東京国際映画祭が始
まり、芸術の秋真っ盛りのシーズンとなります。
　実写作品を紹介しても良いのですが、今回は独特の魅力
を放つストップモーション・アニメーションを取り上げます。
一見3DCGのアニメにも思えますが、実際に人形やジオラ
マを作り一コマずつ動かしてカメラで撮影をしています。気
が遠くなるような作業ですが、一コマ一コマが芸術の塊で
す。ぜひとも秋の夜長にいかがでしょうか。

ここでしか見られない日本の原風景

「KUBO クボ　二本の弦の秘密」
　現代のストップモーション・アニメーションを語る上で外
せないのがアニメーションスタジオ「LAIKA(ライカ)」です。
LAIKAは設立して初めての長編作品でゴールデングローブ
賞にノミネートし、常に新作に注目が集まっています。これを
機会に、是非LAIKAの名前を覚えて下さい。
　今作は中世の日本を舞台としており、黒澤明の「七人の
侍」のような風格さえ漂っています。どう見てもCGにしか思
えないのですが、毛並みのリアル感やキャラの動かし方に違
和感を覚えるはずです。当然です。全て手作業で動かしてい
るのですから。中世の日本がこのような形で視覚化される
のは私が知る限り初めてです。奇跡のようなショットに酔い
しれてください。

「KUBO クボ　二本の弦の秘密」　2017年製作　アメリカ映画　
上映時間：103分　監督：トラビス・ナイト　
出演:マシュー・マコノヒー、シャーリーズ・セロンなど　
見所：CGとしか思えない美麗な自然風景、生き物の動作に感動！

 2019 年 4月2日発売『KUBO/クボ 二本の弦の秘密』
 ブルーレイ：￥2,200（税込）　DVD：￥1,257（税込）　発売・販売元：ギャガ
(C)2016 TWO STRINGS, LLC. All Rights Reserved.

芸術の秋を堪能　「ストップモーション・アニメーション」特集
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本当に失ってはいけないリンクとは

「ミッシング・リンク　
　英国紳士と秘密の相棒」
「KUBO」と同様、LAIKAが制作したストップモーション・ア
ニメーション。ディズニーの「トイ・ストーリー4」を抑えて、見事
ゴールデングローブ賞を獲得しました。こちらもCGにしか思
えない滑らかな動きで、3Dプリンターによってキャラの顔を
複数種類作り、セリフに合った口の動きに合わせています。
また、今作は動物が多く登場することから、キャラクターの
毛並み表現の精細さが際立ちます。1本1本、まるで本当の毛
並みのような質感に驚きます。
　物語としては、ブルジョワな英国紳士が世界の不思議を解
き明かすといった「八十日間世界一周」のような話なのです
が、肝心なのは彼が世界の不思議を発見した後。生きた化石
＝ミッシング・リンクというビッグフットのような生き物を発見
し彼の目的は達成されるのですが、そこから二人の絆が深ま
りイギリスに連れて帰ることを放棄します。本当に失ってはい
けないリンクは、二人の絆。分断が叫ばれる現代に問いかけ
る。大人こそ鑑賞して欲しい一本です。

「ミッシング・リンク　英国紳士と秘密の相棒」　2020年製作　
アメリカ映画　上映時間：95分　監督：クリス・バトラー　
出演:ヒュー・ジャックマン、ゾーイ・サルダナ　
見所：アナログな手法で現代的なテーマを問いかける
　　 ヒューマンドラマ性の高い一本

1人の日本人が7年の歳月を掛けて作った
奇跡の作品

「JUNK HEAD」
　途方もない時間と労力が掛かるストップモーション・アニ
メーションを、ほとんど1人で制作した今作。制作した堀貴秀
さんは、本職は内装業ながらも芸術家を目指していて、「君の
名は」で知られる新海誠監督がほぼ1人でアニメを作っていた
ことを知り、映画製作に挑戦しました。ただし、新海誠監督の
ようなキラキラした世界観ではなく、今作は人類滅亡の危機
に瀕しているディストピアな世界観です。
　美術やキャラクターの製作はもちろん、編集も撮影も音楽
も、声の出演でさえもほぼ1人でこなしました。カナダで開催
されたファンタジア国際映画祭で最優秀長編アニメーション
賞を受賞し、日本に逆輸入する形で上映されました。ちなみに
総カット数は約14万。つまり、14万回キャラの人形の手足や
口の動きを微調整しながら撮影したのです。本当に、本当に
お疲れ様でした。

「JUNK HEAD」　2017年製作　日本映画　上映時間：99分　
原案・監督・撮影・編集・その他諸 ：々堀貴秀　
見所：ほぼ全てを1人でこなした異色のストップモーション・アニメーション

 2021年 4月23日発売『ミッシング・リンク 英国紳士と秘密の相棒』
 ブルーレイ：￥5,280（税込）　DVD：￥4,180（税込）　発売・販売元：ギャガ
(C)2020 SHANGRILA FILMS LLC. ALL RIGHTS RESERVED

名匠が贈る日本へのラブレター

「犬ヶ島」
テキサス州出身の監督ウェス・アンダーソンが、日本への愛
を込めて作ったストップモーション・アニメです。全てのシーン
で左右対称（シンメトリー）な構図。水平移動、鉛直移動しかし
ない、非常に制約されたカメラワーク。妙な撮り方なのに、あ
まりの映像の美しさに思考を奪われ、気付けば目には大量の
涙が…。この世に完璧な人などいない。誰しも足りないもの
があり、制約されています。しかし、その制約を受け入れ追求
していくことで、その人しか出せない才能が光り輝く時があ
ります。それが、この映画に凝縮されていました。

「犬ヶ島」　2018年　アメリカ映画　上映時間：101分　
監督：ウェス・アンダーソン　
出演：ブライアン・クランストン、エドワード・ノートン　
見所：鬼ヶ島の物語をベースに不可思議な近未来のニッポンを
　　 描いた作品
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FEMと連携し高度な性能設計に対応
設計シリーズ土留め工の設計

東京本社　　　〒108-6021   東京都港区港南 2-15-1 品川インターシティ A棟 21F　　  Tel 03-6894-1888　Fax 03-6894-3888
宮崎支社

スパコンクラウド神戸研究室

中国上海 (Shanghai) 

中国青島 (Qingdao)

台湾台北 (Taiwan)

ハノイ (Vietnam)

アイルランド / ロンドン / シドニー / 韓国

Tel 0985-58-1888　Fax 0985-55-3027

Tel 078-304-4885　Fax 078-304-4884

Mail info-china@forum8.com

Mail info-qingdao@forum8.com

Mail info-taiwan@forum8.com

Mail info-hanoi@forum8.com

大阪支社　

福岡営業所

札幌事務所

名古屋ショールーム

仙台事務所

金沢事務所

岩手事務所

沖縄事務所

Tel 06-6882-2888　Fax 06-6882-2889　 

Tel 092-289-1880　Fax 092-289-1885

Tel 011-806-1888　Fax 011-806-1889

Tel 052-688-6888　Fax 052-688-7888

Tel 022-208-5588　Fax 022-208-5590

Tel 076-254-1888　Fax 076-255-3888　

Tel 019-694-1888　Fax 019-694-1888

Tel 098-951-1888 Fax 098-951-1889
※表示価格はすべて税込みです。製品名、社名は一般に各社の商標または登録商標です。仕様･価格などカタログ記載事項を予告なく変更する場合があります。 CopyRight FORUM8 Co., Ltd.

ISO27001/27017 ISMS　 ISO22301 BCMS　 ISO9001 QMS　 ISO14001 EMS

U
C-w
in/Road V.12

左右の天端が異なるような偏土圧の計算に対応

通常の土留め計算に加えFEMによる壁体、背面土砂の変形が確認可能

UC-1 Cloud 自動設計 土留め工とのデータ連携が可能

UC-1 Cloud 自動設計で概略設計を行い、UC-1設計シリーズにエクスポートすることで
UC-1設計シリーズで詳細設計や計算書及び図面の出力が可能

自動設計×自動設計× シリーズシリーズ

▲UC-1 Cloud 自動設計土留め工で概略設計を
   行い、土留め工の設計・3DCADにて設定

▲最小限の基本条件の入力と対象とする壁体種類を指定して計算実行すると、全ての照査結果がOKとなる結果
　 を抽出し、さらに最小部材や最小となる壁長などの条件を満たした壁体を抽出

土留め本体工、鋼製支保工、アンカー支保工、控え杭タイロッド式土留めの
設計及び図面作成を行うプログラムです。慣用法と弾塑性法（解析法Ⅰ、Ⅱ）
の同時計算が行え、自立時、掘削時、撤去時のステージ検討、掘削底面の安
定(ヒービング、ボイリング、パイピング、盤ぶくれ)、支持力検討、法面の影響
を考慮した設計が可能です。

土留め工の設計・3DCAD Ver.17

左右の天橋が異なる偏土圧の計算に対応FEMPost表示変形図コンタ図

FEM解析条件と解析結果

Advanced　￥517,000（税抜￥470,000）
Standard　￥429,000（税抜￥390,000）

Lite　￥264,000（税抜￥240,000）
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