フォーラムエイトの自治体ソリューション
3Dデジタルシティ･国土強靭化
交通シミュレーション

ＶＲソフトウェアの活用により、各種プロジェクトの景観検討や設計協議、事業説明等における

自治体向けソフトウェア
システム構築、技術サービス

関係者間のコミュニケーションをサポート。
さらに、3次元の都市モデルを基盤とした津波解析や
避難解析、道路損傷情報の提供や緊急地震速報システムなど、
さまざまな安全対策ソリュー
ションも提案。公共事業の合意形成やアカウンタビリティ向上を支援します。

震災対策ソリューション

P4‑6

液状化対策

地盤解析

地震シミュレーション

揺れやすさマップ

P6 ‑8

景観シミュレーション
道路損傷
情報システム

氾濫･洪水
土石流シミュレーション

BCP
作成支援

反射光予測

P8‑9

広報・展示システム

UC-1Cloud 自動設計

緊急
地震速報

P10‑11

UC-1 橋脚/土留め工/擁壁/電子納品
VR-Cloud

3D配筋CAD

津波解析

緑視率計算

建設ICT･i-Construction 支援システム
設計成果チェック支援システム

FEM解析

避難解析

環境アセス

日射障害検討

構造解析
耐震診断

VR-NEXT

ドライビングシミュレータ

積算／会計

模型VRシステム

CGシステム

スイート千鳥エンジン™

4Dシミュレーション
コンクリートの維持管理

国産
クロスプラットフォーム
3Dゲームエンジン

橋梁点検支援システム

2

3

3Dデジタルシティ・国土強靭化ソリューション

浸水氾濫・津波シミュレーション

UC-win/Roadによる都市プロジェクトVR作成では、数多くの実績があります。近年では、
自治体みずからがプロジェクトにVRを用いて事業計画
の立案や事業説明に取り組まれるユーザも増えてきています。VRモデリングと操作の容易さから簡単な講習でソフトの活用が図れます。

for Tsunami

交通シミュレーション
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浅水理論の差分法による津波解析
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津波数値解析支援サービス
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第９回 ３D・VRシミュレーションコンテスト グランプリ
「VRによる阪神高速道路の地下化と都市の魅力向上に向けた計画提案」
関西大学 総合情報学部

第 10 回 ３ D・VR シミュレー
ションコンテスト 審査員特別賞
「交通結節点改善事業における
合意形成のための VR シミュレ
ーション」
旭測量設計株式会社
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第 18 回 ３D・VR シミュレーションコンテスト Advanced 賞
「阪神高速道路車両軌跡シミュレーション」 阪神高速道路株式会社

▲

UC-win/Roadによる道路計画・交通シミュレーション

津波解析例
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第 15 回 ３D・VR シミュレーションコンテスト 審査員特別賞
「津波迅速避難教育システム」秋田県産業技術センター / 秋田大学

第 12 回 ３D・VR シミュレーションコンテスト 審査員特別賞
「津波・避難解析結果を用いた VR シミュレーション」パシフィックコンサルタンツ株式会社

景観シミュレーション
都市景観・街路整備
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第 7 回 ３D・VR シミュレーションコンテスト 優秀賞
「境港市水木しげるロード」 境港市
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第 9 回 ３D・VR シミュレーションコンテスト 審査員特別賞 デザイン賞 「デザイン都市･神戸の景観形成に向けた合意形成のための VR 活用」 神戸市都市計画総局
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土石流シミュレーション

道路損傷情報システム
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BIM/CIM対応3次元建築土木CAD
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㠃䚸䝺䞁䝎䝸䞁䜾⏬ീ䚸䝥䝺䝊䞁ᫎീ䚸ヲ⣽ᕤᅗ䚸ᩘ㔞ᣠ
䛔ฟ䛧䜔✚⟬䛜㐃⥆ⓗ䛻⾜䛘䚸ᘓ≀䛾䝷䜲䝣䝃䜲䜽䝹య
䜢タィ䞉⾲⌧䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹䝰䝕䝹䛾ኚ᭦䜢䛶䛾䝕
䞊䝍䛻⡆༢䛻ᫎ䛥䛫䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹
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㻱㼚㼓㼕㼚㼑㼑㼞㼕㼚㼓㻌㻯㼡㼎㼑㼐㻌㼈㻣㻞㻜㻘㻜㻜㻜㻚
㻱㼤㼜㼛㼚㼑㼚㼠㼕㼍㼘㻌㼈㻥㻤㻜㻘㻜㻜㻜㻚
土木・建築業界の新しいビジネスモデルとし
て、BIM統合ソフトAllplanと3D・VRソフト
UCwin/Roadを核としたBIM&VRソリュー
ションを展開しています。Allplanで検討した
モデルをUC-win/Roadにインポートするこ
とで、建物や付近構造物のボリューム検討
や景観検討が可能です。

䕦ᅵ▼ὶ䛾㏆᥋⾲⌧

䕦ᆅᅗ䛸䜰䜲䝁䞁䛻䜘䜚䚸䝸䜰䝹䝍䜲䝮䛷 䕦⟶⌮⪅䛿Ⓩ㘓䛥䜜䛯㐨㊰ᦆയሗ䛺䛹䜢
䚷㻌⿕⅏≧ἣ䛾ᢕᥱ䛜ᐜ᫆䛻䛷䛝䜎䛩
䚷䚷ᆅᇦ䛤䛸䛻⟶⌮䛷䛝䜎䛩

䕦ὶື῝䛾ゎᯒ⤖ᯝ
䝕䞊䝍䛾䜶䜽䝇䝫䞊䝖
䛚䜘䜃ྍど䛾タᐃ▶

ഐॉ̂

デモサイト

www.forum8.co.jp/product/douro-info/

㟷᳃┴䚸ᒾᡭ┴䚸ᐑᇛ┴䚸⛅⏣┴䚸ᒣᙧ┴䚸⚟ᓥ┴䚸Ⲉᇛ┴䚸༓ⴥ┴䛾㐨㊰ᦆയ
ሗ䝕䝰䝃䜲䝖䛾㜀ぴ䞉᧯స䛜ྍ⬟䛷䛩䚹
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揺れやすさマップ

災害シミュレーションシステム
㼁㻯㻙㼣㼕㼚㻛㻾㼛㼍㼐㻌㼒㼛㼞㻌㻳㻵㻿䛾ά⏝䛻䜘䜚䚸㻳㻵㻿ᶆ‽䝣䜯䜲䝹㻿㼔㼍㼜㼑䝣䜯䜲䝹䜢㻟ḟඖ㒔
ᕷ䚸㐨㊰䛸䛧䛶䜲䞁䝫䞊䝖ྍ⬟䛷䛩䚹ὥỈ䞉㑊㞴䞉ὠἼ䞉ᘓ⠏ィ⏬䛺䛹䛾㻳㻵㻿䛸㐃
ᦠ䛧䛯㻟㻰䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛜⾜䛘䜎䛩䚹

㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐䠖㼈㻝㻘㻡㻥㻜㻘㻜㻜㻜㻚
㻿㼠㼍㼚㼐㼍㼞㼐䠖㼈㻝㻘㻝㻤㻜㻘㻜㻜㻜㻚
㻸㼕㼠㼑䠖㼈㻡㻡㻜㻘㻜㻜㻜㻚

ŇņŎōņņň

揺れやすさマップ作成サービス

総合有限要素法解析システム

ᦂ䜜䜔䛩䛥䝬䝑䝥䛸䛿䚸ෆ㛶ᗓ䛷⤂䛧䛶䛔䜛ᆅ㟈
㜵⅏䝬䝑䝥䛾㻝䛴䛷䚸ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛ᆅ㟈䛾༴㝤ᛶ䜢
▱䜙䛫䜛䝬䝑䝥䜢ᆅ㟈㜵⅏䝬䝑䝥䛸䛔䛔䜎䛩䚹ఫẸ䛻
࿘▱䛩䜛ᡭẁ䛸䛧䛶ᆅ㟈㜵⅏䝬䝑䝥䛾ᥦ♧䛿᭷ຠ䛸
⪃䛘䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹

ŘńŐŎŅġŔŵŶťŪŰ
౯᱁㻌㼈㻝㻘㻞㻜㻜㻘㻜㻜㻜
ＲＣ構造の2次元非線形動的解析／
静的解析の解析プログラム

ᅜ⏘䛾ᮏ᱁ⓗ㻯㻭㻱䝅䝇䝔䝮䚹䝰䝕䝹సᡂ䛛䜙ゎ
ᯒホ౯䜎䛷䛾䜋䛸䜣䛹䜢䝬䜴䝇᧯స䛷ᡭ㍍䛻⾜
䛺䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹䝯䝑䝅䝳ᙧ≧䛾㻰㼄㻲ᙧᘧฟ
ຊ䛻ᑐᛂ䚹

䝣䜷䞊䝷䝮䜶䜲䝖䛷䛿䛣䜜䜙ᦂ䜜䜔䛩䛥䝬䝑䝥➼ྛ✀
䝝䝄䞊䝗䝬䝑䝥సᡂᨭ䝃䞊䝡䝇䛸䛧䛶ᥦ౪䚹ྛ⮬
య䛷䛾ᩚഛ䛜㐍䜣䛷䛚䜚ᙜ♫䛷䜒ᮏ䝃䞊䝡䝇ᐇ⦼
䛜䛒䜚䜎䛩䚹

耐震診断／解析

IFC対応

耐震診断／解析

ġġŃŐřσΨȜΠ͈୭ࠗȆ
ġġĴŅȪئକൽఛૼȫ
౯᱁㻌㼈㻟㻜㻢㻘㻜㻜㻜
1連，2連，3連BOXカルバートの
耐震設計を支援するプログラム

ňŦŰġņůŨŪůŦŦųȧŴġŔŵŶťŪŰ

㻿㼠㼍㼚㼐㼍㼞㼐䠖㼈㻡㻤㻜㻘㻜㻜㻜㻚
㻸㼕㼠㼑䠖㼈㻠㻡㻜㻘㻜㻜㻜㻚

耐震補強工法

IFC対応

ġܖய͈୭ࠗȆĴŅ
Ȫ໐߸ତ༹Ȇŉĳĺൽাచ؊ȫ㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻦㼈㻡㻟㻜㻘㻜㻜㻜

2次元弾塑性地盤解析プログラム

環境アセスメントソリューション
䜰䝉䝇ไᗘ䛻つᐃ䛥䜜䜛つᶍ䛺䜰䝉䝇䝯䞁䝖䜢୰ᑠᴗ䜈ᗈ䛢䜛䛣䛸䛷䚸ᆅᇦ䛾䛂⎔ቃ䛾㉁䛃䜢㣕㌍
ⓗ䛻㧗䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䚸䝕䝆䝍䝹䝅䝔䜱䞊䝰䝕䝹䜢ά⏝䛩䜛䛣䛸䛷⎔ቃ䜈ᙳ㡪䜢ᐜ᫆䛻ホ౯䛷䛝䜎䛩䚹
第 5 回 ３D・VR シミュレーションコンテスト 準グランプリ
「町田市相原鶴間線シミュレーション」
東京都建設局 南多摩東部建設事務所（株）
日本構造橋梁研究所

環境アセスプラグイン
㼂㻾䛸⡆᫆䜰䝉䝇䝯䞁䝖䜢ྠ䛻ホ౯ྍ⬟䛺䝥䝷䜾䜲䞁

「中綱南側土砂採取事業」
（株）マテリアル白馬

㻿㼠㼍㼚㼐㼍㼞㼐䠖㼈㻠㻞㻝㻘㻜㻜㻜㻚
㻸㼕㼠㼑䠖㼈㻞㻤㻠㻘㻜㻜㻜㻚

ᖹ㠃䜂䛪䜏ゎᯒ䚸㍈ᑐ⛠ゎᯒ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䚸㟼
ⓗ䛺ᆅ┙䛾ᛂຊ䡚ኚᙧゎᯒ䜢⾜䛖㻞ḟඖᙎረᛶ
ᆅ┙ゎᯒ䝥䝻䜾䝷䝮䛷䛩䚹ᅵ␃䜑᥀๐ゎᯒ䚸䝅
䞊䝹䝗䝖䞁䝛䝹᥀๐ゎᯒ䚸ᾮ≧ゎᯒ䛺䛹ᆅ┙
䛻㐃ື䛩䜛ከ䛟䛾ᅵᮌᵓ㐀≀䛾᩿㠃ຊ䞉ኚ䚸
䛚䜘䜃࿘㎶ᆅ┙䛾ኚᙧᙳ㡪ゎᯒ䜢ᐇ䛩䜛ሙ
ྜ䛻䚸ጾຊ䜢Ⓨ䛩䜛ỗ⏝㻲㻱㻹〇ရ䛷䛩䚹

杭基礎/基礎の耐震設計・補強設計支援プログラム

耐震補強工法

ġρȜιϋ͈ݗޘ୭ࠗࠗॳ
Ȫ໐߸ତ༹Ȇŉĳĺൽাచ؊ȫ

ラーメン式橋脚、橋台などの下部工及び
RC構造物の設計計算ソフトウェア

「養魚場跡地太陽光発電所計画」ソーラカナモリ
（株）

耐震補強工法

ġœń౯࿂ࠗॳ

ġ͈ݗޘ୭ࠗ

ġૼഽॳȪઇ୭ࠗȫ

Ȫ໐߸ତ༹Ȇŉĳĺൽাచ؊ȫ

Ȫ໐߸ତ༹Ȇŉĳĺൽাచ؊ȫ

Ȫ໐߸ତ༹Ȇŉĳĺൽাచ؊ȫ

震災対策ソリューション

㣴㨶ሙ㊧ᆅ䛻ィ⏬䛥䜜䛶䛔䜛ኴ㝧ගⓎ㟁ᡤ䛻ᑐ䛩䜛ᬒほ᳨
ウ䛻ά⏝䚹࿘㎶ᬒほ䜈䛾ᙳ㡪䛾ホ౯䜔䚸ྛ⟇䛾ẚ㍑䚸ᕤ
㌴୧䛾㉮⾜䝹䞊䝖➼䛾䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䜢ᐇ䛧䜎䛧䛯䚹

㼁㼘㼠㼕㼙㼍㼠㼑䠖㼈㻞㻘㻝㻤㻜㻘㻜㻜㻜㻚䚷㼁㼘㼠㼕㼙㼍㼠㼑㻔๓ᕝ䝰䝕䝹㝖䛟䠅䠖㼈㻝㻘㻠㻥㻜㻘㻜㻜㻜㻚䚷㼁㼘㼠㼕㼙㼍㼠㼑㻔䜿䞊䝤䝹せ⣲㝖䛟䠅䠖㼈㻝㻘㻣㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻚
㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐䠖㻌㼈㻝㻘㻝㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻚䚷㻸㼕㼠㼑䠖㼈㻡㻣㻜㻘㻜㻜㻜㻚䚷㻮㼍㼟㼑䠖㼈㻟㻢㻥㻘㻜㻜㻜㻚

3次元プレート動的非線形解析

事前解析コンテスト・ファイバー部門優勝！

破壊解析コンテスト優勝！

ᖹᡂ㻞㻝ᖺ㻟᭶㻡᪥㻔⊂㻕㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤ䛾
䛂㻯㻝㻙㻞ᐇ㦂๓ゎᯒ䝁䞁䝔䝇䝖⤖ᯝⓎ⾲䞉⾲
ᙲ䛃䛻䛚䛔䛶䚸ᙜ♫ゎᯒᨭ䝏䞊䝮䝯䞁䝞䞊䛜
ཧຍ䛧䚸ඃ⪅䛸䛧䛶⾲ᙲ䛥䜜䜎䛧䛯䚹

ᖹᡂ㻞㻞ᖺ㻣᭶㻤᪥㻔⊂㻕㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤ
ദ䛾䛂㧗䛨䜣ᛶ䝰䝹䝍䝹䜢⏝䛔䛯ᐇᶫᱱ⪏
㟈ᐇ㦂䛾◚ቯゎᯒ䝤䝷䜲䞁䝗ゎᯒ䝁䞁䝔䝇䝖䛃
䛻䛚䛔䛶䚸ᙜ♫ゎᯒᨭ䝏䞊䝮䝯䞁䝞䞊䛜
㻱㼚㼓㼕㼚㼑㼑㼞䇻㼟㻌㻿㼠㼡㼐㼕㼛㼹䜢⏝䛔䛶ඃ⮴䛧䜎䛧䛯䚹

液状化対策

౯᱁㻌㼈㻢㻟㻜㻘㻜㻜㻜㻚

■弾塑性地盤解析（GeoFEAS）３D/2Ｄ
■地盤の動的有効応力解析（UWLC）

初期応力解析、全応力法・
有効応力法の動的解析（液
状化解析）プログラム

■３次元地すべり斜面安定解析（LEM 3D）
■３次元浸透流解析（VG-Flow）
■落石シミュレーション
■UC-1土石流シミュレーション

ᖹᡂ㻞㻟ᖺ㻡᭶㻝㻝᪥䚸䛂➨㻞㻟ᅇ㻌୰ᑠᴗඃ⚽᪂ᢏ⾡䞉᪂〇ရ㈹䛃
䝋䝣䝖䜴䜵䜰㒊㛛䛻䛚䛔䛶ඃⰋ㈹䜢ཷ㈹⮴䛧䜎䛧䛯䚹
同時受賞䠖産学官連携特別賞䠄ᮾிᏛᩍᤵ䚷๓ᕝᏹ୍Ặ䠅
フォーラムエイトでは国土強靱化ソリューションを推進しています。設計・解析、
3DVR、
ICT活用など各種システムにより土木・建設分野の業務をサポートす
るとともに、
インフラ強化・地方創生を支援します。
この取り組みの一環として2014年にナショナル・レジリエンス・デザインアワード
（NaRDA)を創設し、
構造
解析から地盤工学、
水工学、
防災などの各分野において、
優れた事例・成果に対して毎年表彰を行っています。

Engineerʼs Studio® 解析支援サービス例
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「中小企業優秀新技術・新製品賞」
ソフトウェア部門 優良賞受賞！

㻟ḟඖ᭷㝈せ⣲ἲ䠄㻲㻱㻹䠅ゎᯒ䝥䝻䜾䝷䝮䛷䛩䚹ᅵᮌ
䞉ᘓ⠏ᵓ㐀≀䛾㒊䜢㻝ᮏᲬ䛻ぢ❧䛶䛯䛿䜚せ⣲䜔
ᖹ㠃ⓗ䛻㐃⥆䛧䛯ᖹᯈせ⣲䛷䝰䝕䝹䛧䛶䚸ᵓ㐀
≀䛾㠀⥺ᙧᣲື䜢ゎᯒ䛩䜛䝒䞊䝹䛷䛩䚹

䖃㠀⥺ᙧゎᯒ䚸㻹㻙䃥せ⣲䜢⏝䚷䚷䖃⠇Ⅼᩘ㻩㻥㻤
䖃᩿㠃せ⣲ᩘ㻩㻢㻝䚷䚷䖃ᖹᯈせ⣲ᩘ㻩㻜
䖃⠇Ⅼ䞉せ⣲䝕䞊䝍䛜↓䛟䚸
䚷㻌タィᅗ䞉タィィ⟬᭩䛛䜙䝕䞊䝍䜢సᡂ
䖃ᨭᢎ䛚䜘䜃ᇶ♏䛾䝞䝛ᐃᩘ䛿䛘䜙䜜䛶䛔䜛

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

震度法･保耐法による橋脚の耐震設
計･補強設計、図面作成プログラム

ġġ౷๕͈൲എခ࢘؊ႁٜଢ଼ġ
ȪŖŘōńȫġġġ

構造解析／耐震診断

3径間連続PC中空床版5柱式
ロッキング橋脚橋

౯᱁㻌㼈㻞㻣㻠㻘㻜㻜㻜

耐震診断・補強設計支援ソフトウェア/技術サービス

先進の３次元解析ソフトは、構造物の精度の高い解析をサポート。実物大実験でも証明されています。構造物の耐震診断や設計計算書の
チェック支援システム、
洪水解析、避難解析、
緊急地震速報システムなど様々なソリューションを提供します。

㼹

IFC対応

౯᱁㻌㼈㻠㻠㻜㻘㻜㻜㻜

許容応力度法、限界状態設計法による
鉄筋コンクリート断面計算プログラム

ᆅඖఫẸ䜔୍⯡ᕷẸ䛻ᬒほ➼䛾ኚ䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂㈐௵
䜢ᯝ䛯䛩䛯䜑䛻䚸㼂㻾䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䜢䛳䛶䚸ఫẸㄝ᫂
䜔㼃㻱㻮ୖ䛷䛾ពぢເ㞟䛻ά⏝䛧䜎䛧䛯䚹

耐震診断／解析

耐震補強工法

౯᱁㻌㼈㻝㻠㻟㻘㻜㻜㻜

⏫⏣ᕷෆ䛾㒔ᕷィ⏬㐨㊰ᩚഛ䛻ඛ❧䛱䚸ᶫᱱᘓタ䛻䛚䛡䜛
᪥↷᳨ウ䜢㼂㻾䛷⾜䛔ᆅᇦఫẸ䜈䛾ྜពᙧᡂ䛾䛯䜑䛾㈨ᩱ䛸
䛧䛶ά⏝䛥䜜䜎䛧䛯䚹

౯᱁㻌㼈㻡㻡㻜㻘㻜㻜㻜

5径間連続桁橋
䖃㠀⥺ᙧゎᯒ䚸㻹㻙䃥せ⣲䜢⏝䚷䚷䖃⠇Ⅼᩘ㻩㻢㻟
䖃᩿㠃せ⣲ᩘ㻩㻞㻠䚷䚷䖃ᖹᯈせ⣲ᩘ㻩㻜
䖃⠇Ⅼ䞉せ⣲䝕䞊䝍䛜↓䛟䚸
䚷㻌タィᅗ䞉タィィ⟬᭩䛛䜙䝕䞊䝍䜢సᡂ
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樋門縦方向
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RC配水池
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第6回 Grand Prix

第6回 Ecellent Award

-グランプリ-

-準グランプリ-

鉄骨構造物の簡易計測技術の開発

山地河川における洪水氾濫解析

ピエゾ極限センサを用いた構造物の利便的な健全性モニタリングシステムの構築

氾濫水の動的挙動を再現する
有限会社エフテック

秋田県立大学 システム科学技術学部
大震災後においても鉄骨構造物の健全性を
評価するための、長期的かつ安価で簡便な
計測を実施可能にするモニタリングシステム
の構築が求められていることを背景に、新セ
ンサの出力から変位量や荷重の予測を可能
にする解析技術について検証しています。

シミュレーションモデル

モデル図

水害ハザードマップの見直し・作成を進める
中で問題点の多かった、急峻な堀込河道に
おける氾濫について、浸水範囲よりも氾濫水
の動的な挙動を明示する方が、より現実的な
情報となると考え、実現象の再現性を主軸と
した解析を実施した。
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UC-1 Cloud

避難解析

ņřŐŅŖŔİŔŎłœŕŇŊœņ

避難/火災シミュレーション

日本語/中国語
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EXODUSモデル
シミュレーションは規則に基づいてコントロールされます。
また、柔軟性をもたせるためこれらの規則
は避難者、動き、振る舞い、
有毒性、
ハザード、囲いの6つのサブモデルに分類され、
室内形状として
定義された領域で動作します。内部的な形状はノードのメッシュでカバーされ、
ノードはアークシステ
ムでリンクされます。各ノードは1人によって通常占有される領域を表現します。

自動設計

最小限の入力で概略設計が自動で行えるWebア
プリケーション。PC、
タブレット等マルチデバイスに
対応しています。

ŃŐřσΨȜΠ

౯᱁䚷㼈㻝㻥㻢㻘㻜㻜㻜㻚

1〜2連BOXカルバートの断面方向（常時〜レベル2
地震時）
の設計計算をサポート。
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▲エレベータモデル

သ༃

▲UC-win/Roadへのインポート例

౯᱁䚷㼈㻝㻥㻢㻘㻜㻜㻜㻚

逆Ｔ型等の片持ばり式擁壁や重力式、
もたれ式擁壁
を対象とした、安定計算及び許容応力度法による部
材照査をサポート

SMARTFIRE
高度な計算流体動力学(CFD)の火災シミュレーション環境です。火災工学で利用されるシミュレーションツールとして設計・開発されており、
問題設定や避難解析の効率的な設計を支援する、
さまざまな独自機能を備えています。

▲スプリンクラー・水ミストのモデル化機能

䕦㼁㻯㻙㻝タィ䝅䝸䞊䝈〇ရ䛸㐃ᦠ

積算／会計

積算／スイート会計

ŖńĮĲġņůŨŪůŦŦųĨŴġŔŶŪŵŦġୟॳ

大手会計ソフトと連携！公認会計士サポート・
オンラインサポート対応のクラウド会計ソフト

㻿㼠㼍㼚㼐㼍㼞㼐䠖䚷㼈㻢㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻚䚷䚷䚷㻸㼕㼠㼑䠖䚷㼈㻟㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻚
▲SMARTFIRE視覚化環境

▲人の頭の高さでの煙濃度

EXODUS/SMARTFIRE 解析支援サービス

緊急地震速報サービス活用システム

トンネル火災避難解析
フロア数＝1 延床面積＝2,000m2 人数＝28 セル数＝2,471
トンネル長200m 内空断面（高さ8m×幅10m）

ᜓୈɿ˂ʝʃ៵

▲EXODUSを用いた旅客船の火災・避難解析 ▲完全非構造化メッシュ機能

フォーラムエイトでは、
NPO法人リアルタイム地震情報利用協議会
に入会し緊急地震速報を受信し、
ユーザ様へのサービスとして、
モ
バイルメールにて通知するサービスを実施しております。
このたび、
対象ユーザを全登録ユーザへ拡張いたしました。

避難解析 \109,800
火災解析 ¥662,530

国土交通省土木工事積算基準対応の
公共土木用積算ソフト。単価データベー
ス、施工パッケージ型単価対応、UC-1製
品やスイート建設会計への連携、設計書
の取込み、
電子納品対応等をご用意。

ᜓୈɿ˂ʝʃ៵
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避難解析 \547,800
火災解析 ¥1,933,514
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クラウドで利用できる会計ソフトシリーズ。建設業向けに特化し、工事ごと
の仕訳・工事台帳作成・財務諸表作成およびUC-1 Engineerʼs Suite
積算とのスムーズな連携に対応した
「スイート建設会計」
をはじめとして、
一
般企業向けの「スイート法人会計」、
「スイート給与計算」
などの製品ライン
ナップを用意しています。

建設ICT・i-Construction 支援システム
納品された成果物の瑕疵を素早く見つけ出す必要のある発注者側、設計中の構造物にミスがないことを効率的に検証しておきたい設計者側の両方を支援

UC-win/Road

維持
管理

設計計算
ソフト

UC-1 Engineerʼs Suite
積算

スイート建設会計
建設業独特の勘定科目に対応し
たクラウド会計システム。積算
データと連動し設計から会計ま
でをスムーズにサポート

設計
数量算出

スイート
給与計算
-出面管理-

スイート固定資産

スイート給与計算

スイート法人会計

施工
（工事）

設計→数量算出→積算→会計で
BIM/CIMの一連化を実現
●建設業ユーザ向け

4Dシミュレーション

●一般企業ユーザ向け

シミュレーション

します。
また、長年設計会社で利用されてきた設計CADソフトUC-1をはじめ、維持管理、長寿命化計画をサポートするシステム構築をお手伝いします。

プロジェクトスケジュールの定義から進行状況を3Dデータと連携してシミュレーションするまでの、
スケジュール管理が可能です。ユーザーがプロジェクトの構成要素を簡単に
モデル化でき、
UC-win/Roadの3D空間と連携した使いやすいプロジェクト管理ツールです。

設計成果チェック支援システム

4Dシミュレーション機能

『土木構造物の設計において重大な瑕疵が有るか否かのチェックを正確かつ短時
間で実現する』
ことを目的とした支援システム。納品された成果物の瑕疵を素早く見
つけ出す必要のある発注者側、設計中の構造物にミスがないことを効率的に検証
しておきたい設計者側の両方を支援します。
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構造解析・断面
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Web 見積りサービス
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UC-winRoadに統合された建設作業の計画と管理のためのソリューション。
VR上で計画とスケジュールを管理。

ガントチャート作成機能
・施工、工事、
イベント、街づくり、
各種工程シミュレーションと連動したスケジュール管理、確認が可能。
・祝日に合わせたカレンダーの管理や他の休日の追加設定。
・タスク、
サブタスクとして作業の体系に沿ったタスク管理が可能。
・年/月/日モード、週単位、時間単位などスケジュール表示の自在な切替え。
・ガントチャートは画面上のどこにでも表示可能。
・CSV形式のスケジュールをインポート/エクスポート。
・CSVファイルにリンクした3Dモデル自動読み込み。

୭଼ࠗضΙͿΛ·׳ȜΫΑ
橋梁下部構造の設計計算をチェックするサービスです。設計計算書もしくは計算デー
タからパラメータを簡易入力して、
静的解析および動的解析結果を算出。設計成果の
結果との比較により大きなミスを容易に発見し、
設計成果の品質向上に貢献します。
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調査・
計画

積算

高層ビル火災避難解析
フロア数＝13 延床面積＝13,000m2 人数＝780
セル数＝49,322 各フロア平面（幅33m×奥行き29m）

UC-1製品による数量算出の効果
・数量の自動算出 ・概算コスト比較
・干渉チェック、設計ミスの軽減
・構造物イメージの明確化

シリーズ

https://www2.forum8.co.jp/seika/default.dll

䕦䜺䞁䝖䝏䝱䞊䝖

リアルな進捗シミュレーション
・シミュレーションの一時停止や検査日など特定の日を設定でき、現場に即した進捗シミュレーション。
・タスクに、車両、
クレーン、
ダンプトラックなどの機械設備や一時的なモデルを設定。
・トラック、
クレーン、機材、作業員等リソースを追加、機械の動作可動やリソースの移動の定義が可能。

䕦㥐䛾ᕤ䜢⌧䛧䛯
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広報・展示・教育システム
VR Cloud によるＶＲデータの公開や
VR-Cloud
Ｒデータの公開や、
デ
公開 模型VRシステムによる計画検討
模型
模型VRシステムによる計画検討、
計 検討 ド
ドライブシミュレータの展示などにより、新しい形の広報展示を提案し、
合意形成を支援します。

VR-NEXT

VR-Cloud

VRエンジン
Ⓡ

クラウド型VRアプリケーション
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次世代クラウドコンピューティ
ング向けVRエンジン。高精度
な映像により、
カメラセンサシ
ミュレーション、AI教師用生成
に適用可能です。

第10回 UC-win/Road協議会
VR-Studio 協議会NPO 地域づくり工房 代表 傘木 宏夫 氏

模型VRシステム事例
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®

『地域づくりにおける合意形成技術』
〜まちの安全・安心マップとVRモデリング〜「中目黒安全安心マップ」
地域づくりをすすめる上で、事業者と住民との円滑な対話が欠かせませ
ん。その一手法としてワークショップ形式による対話がありますが、
とりわ
け、当事者どうしが実地に歩き、気づきを共有し、
それを地図上に視覚化す
る作業は、具体性があり、利害の違いを含めて相互理解を深める効果が
あります。それをさらに、VR-studio®を利用して、潜在的なリスクなどを可
視化したり、画面上で対話させたりすることで、
より踏み込んだ対話が可能
となります。通常行っている平面上でのマップづくりのワークショップの成
果を、3D-VRに反映することで、対話の可能性が広がります。

UC-win/Road で作成したVRデータを、
インターネット環境さえあればインタラクティブ
に参照・体感できる参加型システム。パソコンの性能や場所を問わないため、VRによる
都市計画やまちづくりなどのプロジェクト全般において、広報展示や合意形成の支援
ツールとして利活用できます。

全体俯瞰して中目黒の特徴

商店街のにぎやかさ

事故発生の交差点

ガード下の交通の危険

地下店舗の浸水の危険

災害に備えた防災倉庫

● VR-CloudⓇ Flash Version
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● VR-Cloud Standard

ソフトウエアプラットフォーム
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ユーザモジュール

モデルと属性データ

属性ビューア

ビューア

C++ API

完全な制御環境下で多様な走行環境を生成し、反復再現ができます。
近年、ドライブシミュレータは、車輌システム開発やITS交通システム研究、
ドライバ、車、道路、交通との相互作用研究などに数多く適用されています。
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本格的四輪実車型ドライブシミュレータ・パッケージシステム

● VR-CloudⓇ Collaboration

VR-NEXTクライアントアプリケーション

情報と処理
フロー管理

UC-win/Road ドライブシミュレータ

スイートデータ消去

UC-win/Road

３Dウェブ
アプリケーション

HDDデータ消去ツール

ADEC(データ適正消去実行証明協議会)の認証に適合したHDD ౯᱁䠖㼰㻝㻤㻜㻘㻜㻜㻜
データ消去ツール。PCの安全な廃棄・リサイクルを促進します。

データ

ユーザー

csv

専用GUIからの
データ直接アクセス

スイートデータ消去

●6軸モーション対応 ドライビングシミュレータ
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ADEC

②機器情報送信

①USBから起動

ID

新VR-Cloud®クライアント
ifc

dwg

collad

sxf

点群

fbx

③ ID発行
© 京都大学大学院

データ消去
フォーラムエイト広報誌

Up&Coming
新製品紹介

④消去情報を送信
19
ʼ 盛夏号
ロードマップと
活用方法

⑤証明書発行

19
ʼ 新年号
クライアント
アプリケーション

広報／展示等 活用事例

シミュレータ製品群

⑥クラウド上で証明書を確認

●いすゞプラザ
（いすゞ自動車株式会社）
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Shade3D
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3DCGモデリングソフト
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モデリング

３DVR空間を簡単､自由に作成！
３Dコックピット、
マニュアルドライブ、
ブ、
マルチモニターがそのまま実装可能。
。
ビジュアルオプションにより、
走行環境を自在に設定できます。
カスタマイズによるシナリオ機能、
SDKによるログ解析機能も提供！

PBRマテリアル
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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がおこなえる統合
型3DCGソフト。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おいて必要な機能を搭
載し、UC-win/Roadのモデリングツールとしても活用が可能です。

レンダリング

3Dプリント
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UC-win/Road
ドライブシミュレータ

コンパクト・
ドライブシミュレータ

䕦ᆺ㌴୧䛾㐠㌿䜢䝀䞊䝮ឤぬ䛷య㦂

VRモ シ
VRモーションシート
●キッザニア甲子園

鉄道シミュレータ

VR360シミュレータ
360シミ レ

高齢者運転
簡易シミュレータ
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3D模型サービス
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スイート千鳥エンジン™

国産クロスプラットフォーム3Dゲームエンジン

ブロックUIプログラミングツール
光源機能

3Dアノテーション
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本製品は、Visual Studioでの開発で使用できるライブラリ集、及び、
ツール集となってお
ります。3Dモデルの表示から各種イベントの制御までを、
タスクシステムにより容易に管
理できるほか、UIは専用のエディタにより作成し取り込むことができます。
スイート千鳥エンジンでは、最新のVisual Studioへの対応や、FBXモデルの取り込みに
対応しています。
これにより、学生などは無償で利用できるVisual StudioCommunityで
の開発ができたり、Shade3Dで作成した3Dモデルの取り込みが可能です。
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ユーザ事例

自治体ソリューション活用事例

第14回 3D・VRシミュレーションコンテスト オン・クラウド 審査員特別賞

姫路市 都市市長公室 総務部 システム管理課 建設局
Up&Coming 80号 ユーザ紹介
道路部 街路建設課

Up&Coming 94号
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秋田県産業技術センター/秋田大学

東京都港湾局

境港市

第15回 3D・VRシミュレーションコンテスト オン・クラウド 審査員特別賞

Up&Coming 50号 ユーザ紹介

第15回 3D・VRシミュレーションコンテスト オン・クラウド グランプリ

兵庫県淡路市役所

長野県 飯山市 建設水道部
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大分県杵築市

木更津市

神戸市 都市計画総局

第14回 3D・VRシミュレーションコンテスト オン・クラウド グランプリ

第16回 3D・VRシミュレーションコンテスト オン・クラウド 審査員特別賞

Up&Coming 91号
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国内イベントレポート

自治体でのその他活用事例
目黒川沿い
橋梁ライトアップシミュレーション

東高瀬川
周辺環境改善シミュレーション

水郷の里 日野市の用水路を活かした 堺市大小路LRT計画VRデータ
環境共生型区画整理の提案
大阪大学大学院

株式会社景観設計・東京

京都市立京都工学院高等学校

法政大学

工学研究科環境・エネルギー工学専攻
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ISO27001/27017 ISMS

ISO22301 BCMS

ISO9001 QMS

ISO14001 EMS

UC-win/Road V.12

東京本社
大阪支社

〒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 06-6882-2888 Fax 06-6882-2889
宮崎支社

Tel 03-6894-1888

Fax 03-6894-3888
Tel 0985-58-1888 Fax 0985-55-3027

福岡営業所

Tel 092-289-1880

Fax 092-289-1885

スパコンクラウド神戸研究室

Tel 078-304-4885

札幌事務所

Tel 011-806-1888

Fax 011-806-1889

中国上海 (Shanghai)

Mail info-china@forum8.com

名古屋ショールーム

Tel 052-688-6888

Fax 052-688-7888

中国青島 (Qingdao)

Mail info-qingdao@forum8.com

仙台事務所

Tel 022-208-5588

Fax 022-208-5590

台湾台北 (Taiwan)

Mail info-taiwan@forum8.com

金沢事務所

Tel 076-254-1888

Fax 076-255-3888

ハノイ (Vietnam)

Mail info-hanoi@forum8.com

岩手事務所

Tel 019-694-1888

Fax 019-694-1888

ヤンゴン (Myanmar)

Mail yangon@forum8.com

沖縄事務所

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

Fax 078-304-4884

ロンドン / シドニー / 韓国
※表示価格はすべて税別です。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。
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