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FORUM8デザインフェスティバル2016-3DaysプレゼンテーションⅡ.Development

躯体作成
躯体の作成には、「断面形状から作成する機能」と「矩形押出から作成する機能」に対応

UC-1 3D配筋CAD
Link：3D配筋機能.pdf

鉄筋生成
配筋範囲の指定／鉄筋形状／配筋ピッチの指定
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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

準グランプリ 優秀賞

津波対策におけるコンサルティング過程において、動的

な波の動きを考慮した津波解析結果、緊急時の車両交

通をミクロモデルによりシミュレーションした避難解析結

果を総合的に考慮した結果を導き出している。これらの

結果を、同一のVR空間内で可視化を行ない評価するこ

とで、従来型のコンサルティング手法に比べ多大な効果

を得ることが可能となっている。

a3s://114.160.221.169:5781/
作品紹介AVI

a3s://114.160.221.169:5781/
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アイデア賞

VRを用いた地域住民への
土石流対策事業に関する説明手法の提案

三井共同建設コンサルタント株式会社 関西支社

近年、全国的に土石流被害が多発しており、砂防ダム等

による対策の推進が期待されている。ただし、事業化に

際しては地域住民の理解が必要となるため、わかりやす

い住民説明用資料の作成が重要となる。そこで、VRを

用いた土石流被害リスク、砂防ダムの概要等に関する

住民にわかりやすい資料を提案した事例を紹介している。

a3s://114.160.221.169:5750/
作品紹介AVI

コンテンツ

a3s://114.160.221.169:5750/
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点群プラグインでUC-win/Roadへ取り込んだモデル（日本橋交差点、日本橋）

UC-win/Roadにおける、点群データの読み込み、編集機能に対応
3Dレーザスキャナーによる点群の計測と、VRモデリングをサポート
7000万点（64bit）を超えるデータのリアルタイムの表示編集
点群データを基に地形ＴＩＮデータを生成、地形パッチ機能を用いた地形モデリング
生成した地形データはLandXMLデータへのエクスポートが可能

高精度なGPS移動計測装置を用いて現地計測した
点群データ（Point-Cloud）による3Dモデリング

FORUM 8 最新ソリューション解説資料

コンテンツ
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UC-win／FRAME(3D)、UC-1シリーズ、Allplan等の
あらゆる3次元モデルから、3Dプリンターにより
模型を作成

使用機種：Zprinter650（Zコーポレーション社製）
インクジェット法によるフルカラー出力
造形範囲：254×381×203（mm） （モデルを分割する
ことで、より大きな模型の制作も可能）
対応ファイル形式：STL、VRML、PLY、3DS、ZPR
造形時間：数十分～十数時間

Zprinter本体（東京本社ショールーム）

UC-win/Roadモデル
▼

Povray to Maxにより、3dsMaxにインポート
▼

モデルデータの調整（造形範囲の確定、カット）
▼

OBJファイル形式でエクスポートし、Magicsへインポート
▼

造形データのエラーチェック、修正
▼

Zprinterによる出力

3Dプリンター説明ムービー、wmv

FORUM 8 最新ソリューション解説資料
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スパコンクラウド® 

騒音測定シミュレーションサービス 2011年9月20リリース

「騒音音響スパコン解析・シミュレーションサービス」に加えて選択可能なオプション。
さまざまな現場での建設工事・交通等の騒音測定（任意計測）とその結果を提供。

建設騒音事例 道路騒音事例

道路騒音（Build Live Tokyo 2010）解析事例

騒音測定サービス.pdf
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エッセンス賞

大阪地下街VRデータ

大阪大学大学院

JR大阪駅南側の地上・地下約300m四方をモデル化した

データ。ビルや地下通路を精密に再現し、車両や人々の

行動をシミュレートすることで、車両信号制御や地下街で

の群集行動解析、災害時の避難誘導やサイネージによ

る人流誘導の効果検証など、ICTによる未来社会の最適

化を探求する研究に利用する。

a3s://114.179.103.22:20041/
作品紹介AVI

a3s://114.179.103.22:20041/
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 車両軌跡図の計算結果をUC-win/Roadの
OpenMicroSimファイルをエキスポート、UC-
win/Road読込で走行軌跡を3Dシミュレーション
● 軌跡／車両登録

普通自動車やセミトレーラといった基本的な車種から、フ

ルトレーラやトラッククレーン等のクレーン付車両にも対応。

その他、車体とは別に任意矩形を付加できるので、運送

貨物のはみ出しなどの検討も可能。

● 走行方法「単一旋回」、「ライン走行」、「切り返し走行」、

バック走行やUターン、クランクなどの走行に対応。

● コース設定及び走行チェック

マウス操作や座標の直接入力。既存のCAD図面、SXF
ツール対応、コースに対して接触判定線設定

● 図面出力

種々のCAD図面ファイル（DXF、DWG、P21、SFC、

JWW、JWC、PSXファイル（UC-Draw））の出力が可能。

http://www.forum8.co.jp/product/uc1/cad/gamen/syaryou03.htm
http://www.forum8.co.jp/product/uc1/cad/gamen/syaryou03.htm
http://www.forum8.co.jp/product/uc1/cad/gamen/syaryou17.htm
http://www.forum8.co.jp/product/uc1/cad/gamen/syaryou17.htm
http://www.forum8.co.jp/product/uc1/cad/gamen/syaryou05.htm
http://www.forum8.co.jp/product/uc1/cad/gamen/syaryou05.htm
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0DOF

2-3DOF
6DOF~

HMD/AR

https://www.youtube.com/watch?v=merZ3k6S_cs&feature
https://www.youtube.com/watch?v=merZ3k6S_cs&feature
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錦帯橋プロジェクションマッピング「時空の架け橋」

Ⅱ.Development

2015年5月30日、フォーラムエイトがメインスポンサーとして協賛した、
岩国・錦帯橋プロジェクションマッピング「時空の架け橋」が実施されました。

http://www.forum8.co.jp/forum8/press/image/press-150520-03.jpg
http://www.forum8.co.jp/forum8/press/image/press-150520-03.jpg
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 UC-win/RoadのUAVプラグインのVR機能にUAVを完全制御
 3D環境で、飛行計画作成、UAVへのアップロード、実行が可能
 3Dで連続的にリアルタイムモニタリング可能
 UC-win/Road空間の座標系を利用する事で、UAV以外のデバイス、移
動体の遠隔操作プラグインのご提案が可能



コンテンツ

オペレータの無線操作に対し、建設機械に搭載した
GPS、地形レーザスキャン等の情報を無線LANにて受
信し、UC-win/Roadの3D可動モデルにその動きを定義
して、遠隔状態でのリアルタイムで作業状況を確認でき
るマンマシンインターフェイスの開発

無線LAN

・GPS建機位置座標
・ブーム/アーム/バケットの動作角度
・現状地形メッシュ（10cmメッシュ）
・設計形状の重ね合わせ
・設計・現況の差異表示機能

遠隔操作におけるマンマシンインターフェイスの開発

Ⅴ.VR Solution



コンテンツ

共同開発

社団法人 施工技術総合研究所
独立行政法人 土木研究所

Video/計画重ね合わせ

Ⅴ.VR Solution



B
IM

 J
A

PA
N

B
ui

ld
 L

on
do

n 
Li

ve
 2

00
9

ECO ARCHITECTURE

コンテンツコンテンツ



コンテンツコンテンツ



コンテンツコンテンツ



コンテンツ



FORUM8デザインフェスティバル2016-3Daysプレゼンテーション

Arcbazar+ProjectVRオバマ記念館コンペArcbazar+ProjectVR



CIMチャレンジ研修 –CIMSoluthon- Aコース概要

25

JACIC（日本建設情報総合センター）
CIMチャレンジ研修 –CIMSoluthon-

対象分野
– 道路改良（交差点改良）

課題タイトル
– 道路計画：立体交差設計 （ボックスカルバート）

課題のポイント
-道路構造令規格に準拠した立体交差による道路計画
-指定の道路規格に適合したボックスカルバートの設計
-VRシミュレーションにより、安全性、視認性、走行性など確認し、
総合的な視点で最適な設計を取り組んでもらう。

利用者の視点に立った設計へのチャレンジ → CIMチャレンジ



CIMチャレンジ研修 –CIMSoluthon- Aコース概要

26

課題の流れ

ボックスカルバートの設計

設計条件の整理
・設計対象断面の作図、必要寸法等の抽出

現況（設計変更前）の
３次元VRデータ

UC-win/RoadAllPlan

BOXカルバートの設計
・各種設計条件の入力
・計算確認（照査）
・設計書作成
・図面作成
・３D次元データの生成

UC-1 Boxカルバートの
設計・3D配筋

新設道路および既設道路の変更

走行シミュレーションによる評価

UC-win/Road

UC-win/Road
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UC-1 地盤系

Allplan

UC-1上部・下部工系
他

Engineer's Studio®

UC-win/Road

図面読み込み

地形生成

道路線形作成

全体一般図作成

構造物モデル配置

3D配筋

景観評価（遠景等）

交通シミュレーション

施工シミュレーション

動的解析

地盤解析

土石流解析

5mメッシュ、
IFCインポート 他

線形作成機能
点群読込

交通流生成機能

マイクロシミュレー
ション

航空写真読込み

（2）14:00～14:45

地形出力LandXML 等

構造物作成
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EXODUS

xpswmm

UC-win/Road

交通シミュレーション

施工シミュレーション

造成・土量算出

騒音解析

出来形管理点群計測

情報化施工

3Dプリント

維持管理UAV構造物調査

津波解析

避難解析
「3次元開発設計
支援システム」

騒音シミュレーショ
ン・オプション

マイクロシミュレー
ション

（3）14:45～15:15

設計データ出力

施工機械マンマシン･
インターフェイス

交通流生成機能
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3D CAD Studio™
三次元CAD

UC-win/Road
VR-Cloud®

3D-VRシミュレーション

Engineer’s Studio
構造解析

UC-1設計シリーズ
土木設計

土留め工の設計

橋脚の設計

橋台の設計

・・・

モデルデータ（形状＋属性）

Plugin for ES

Plugin for 土留

Plugin for 橋脚

Plugin for 橋脚Plugin for Road

モデルデータ（形状＋属性）

モデルデータ（形状＋属性）

IFC、DWG、3DS

編集結果の反映

編集結果の反映

3DCAD Studio® 製品間連携イメージ
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3次元設計、CIMへの取り組み

VRデータ

クラウドサーバ

CADデータ

CADデータ

CADデータ

CADデータ

作成 編集

編集
閲覧

編集
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ご清聴ありがとうございました。



フォーラムエイトが広げる
BIM/CIMワールド

（株）イエイリ・ラボ 代表取締役
建設ITジャーナリスト

家入龍太

2016年11月16日
フォーラムエイト デザインフェスティバル2016 Day1



本書が生まれたきっかけ

BIM/CIMの普及

3Dモデリング/図面

解析・VRとの連携

ハードとの連携

BIM/CIMの活用範囲を広げたい



私とフォーラムエイトのソフトの出会い
1980年代後半、日本鋼管で「基礎設計」ソフト等を使用

• 設計条件を入力

• 計算結果を設計書形式で出力

• 図面も出力

• 設計技術者の地道なニーズに対応



フォーラムエイトは昔からBIM/CIM志向だった
1998年にリリースされたUC-win/RC

プロジェクト、ストラクチャ、
コンポーネント単位で設計デー
タベースを管理するプログラム。

3次元構造物の三面図および透視
図、および配筋状態の同時表⽰
にも対応。

約20年前にCIM的な志向
をもったプログラムを開
発していた



フォーラムエイトのソフトはCIM的発展を続けた
フォーラムエイトの伝統的土木設計ソフトUC-1シリーズ。
BIM/CIMソフトと同様に3Dによる表現、図面作成、設計
計算が行える



フォーラムエイト製ソフトのデータ交換ネットワーク



VRとBIM/CIMの連携
イベントによる
賑わいの表現

LRTを導入した
場合の交通流の
イメージ検討
（「堺市 ⼤⼩路LRT計画VR
データ」⼤阪⼤学⼤学院工
学研究科環境・エネルギー工
学専攻）



VRとBIM/CIMの連携
津波対策の有無による比較検証
（「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））



設計計算とVRの連携
砂防施設の設計計算

現場への設置イメージ



道路設計と騒音シミュレーション

騒音解析結果のグラデーション表⽰



設計と避難シミュレーション
設計中に避難シミュレーションを行い、結果をVRで確認



設計と走行シミュレーション
設計した交差点を⼤型トレーラーが通過できるかを検討



ドライビングシミュレーターとBIM/CIMの連携
設計した道路を運転してみる

さらに実車を遠隔操作する



BIMとプロジェクションマッピングを連携させる
壁面への映像
投影をシミュ
レーション

立ち見客からの見
え方をシミュレー
ション



BIM/CIMをドローンと連携させる
ドローンの飛行ルートをBIM/CIMモデル上で計画し、自
律飛行によって構造物の調査を行うイメージ



建設ITジャーナリスト
家入龍太

メール: info@ieiri-lab.jp
Facebook: ieirilab
Twitter: ieiri_lab

フォーラムエイトが広げるBIM/CIMワールド

ご清聴、ありがとうございました！
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