
RC/S/CFT造建築物の一貫構造計算ソフト

新製品オンラインセミナー
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〜その全てが新しい〜

本日のご紹介内容

１、構造モデラー＋NBUS7とは
２、⼊⼒機能について（構造モデラー）
３、計算機能について（NBUS7）
４、出⼒機能について（NOUT）
５、今後の追加機能、開発予定
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構造躯体形状≠構造モデル
・構造図を⼊⼒する感覚で作業できる。
・建物形状から構造モデルを自動生成。
・図面活用やＢＩＭ対応などの難問を解決。
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１、構造モデラー＋NBUS7とは

構造モデル
自動生成と
一貫構造計算

建物形状を
⼊⼒

図面、BIM等
で活用

構造モデラー＋NBUS7のソフト構成
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１、構造モデラー＋NBUS7とは
・構造モデラー、計算(NBUS7)、出⼒(NOUT)で
構成される新発想の分離型統合設計環境です。

構造モデラー
（基本設定、モデリング）

各ソフトは
シームレスに連携

NBUS7
（モデル生成、構造計算、

計算履歴管理）

NOUT
（出⼒・図化、計算結果管理）
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１、構造モデラー＋NBUS7とは

将来を⾒据えたソフト構成
・モデラーの機能拡張で木造やWRC造なども含めた
マルチプラットフォームが開発可能。
・マルチディスプレイ環境などお客様の作業スタイル
に適したソフトを提供可能。

・サーバークライアント型のソフト開発やサービス提
供にも対応可能。
今後の機能追加、拡張にご期待ください。
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２、⼊⼒機能について（構造モデラー）
・任意通り心とCADデータの活⽤例（動画）

複雑な形状のモデルも任意通り心
とCADデータを活用することで
作業が効率的に⾏なえます。

複雑な形状のモデルも任意通り心
とCADデータを活用することで
作業が効率的に⾏なえます。



２、⼊⼒機能について（構造モデラー）
・主な画面操作について（動画）
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ウィンドウは場所や大きさ、表示
⽅法の変更が出来ます。基本的な
マウス操作はBUS-6と同じです。

ウィンドウは場所や大きさ、表示
⽅法の変更が出来ます。基本的な
マウス操作はBUS-6と同じです。

２、⼊⼒機能について（構造モデラー）
・リボンメニュー（動画）

8

ボタンが大きく押しやすい。
関連のコマンドが集約されて
いて効率的に作業出来る。

ボタンが大きく押しやすい。
関連のコマンドが集約されて
いて効率的に作業出来る。



２、⼊⼒機能について（構造モデラー）
・要素選択とプロパティによる編集（動画）
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このツールバーとプロパティで配置済みの対
象部材、荷重等を絞り込み、まとめて修正出
来る。（注︓BUS-6と同様の修正も出来る）

このツールバーとプロパティで配置済みの対
象部材、荷重等を絞り込み、まとめて修正出
来る。（注︓BUS-6と同様の修正も出来る）

２、⼊⼒機能について（構造モデラー）
・新規プロジェクト作成ウィザード（動画）

10

新規ファイル作成時、それ以降の設定変更、
修正作業が快適に⾏えます。
新規ファイル作成時、それ以降の設定変更、
修正作業が快適に⾏えます。



２、⼊⼒機能について（構造モデラー）
・簡単に新規建物⼊⼒するヒント（動画）
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図の建物（RC６階、X方向３スパン、Y方向２
スパン）を部材の寄りを含めて３分半程で入
⼒してみます。

図の建物（RC６階、X方向３スパン、Y方向２
スパン）を部材の寄りを含めて３分半程で入
⼒してみます。

（開発予定）
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２、⼊⼒機能について（構造モデラー）
・ファイル読込、書出機能について

（実装済み）

構造モデラー

CAD図面 BUSデータ

Autodesk 
Revit®

ST-Bridge

MPS、MPZ、MPX、MPW、
MPP、DWG、DXF、JWC、
JWW、SFC、P21

MPS、MPZ、MPX、MPW、
MPP、DWG、DXF、JWC、
JWW、SFC、P21

BEI64、BEI、BEEBEI64、BEI、BEE



・CADデータから読込可能なもの
・伏図、平面図から ・軸組図、⽴⾯図、断⾯図から

・軸組図、⽴⾯図から

柱、壁、(⼤梁※)
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２、⼊⼒機能について（構造モデラー）
・⼊⼒作業へのCADデータ利⽤について

通り心、通り符号

スパンの自動取得、通り符号自動生成

自動生成とリストへサイズ別に自動登録
※柱間に固定サイズで⾃動⽣成（地中梁含む）

雑壁

壁厚、⻑さ、位置を認識して⾃動⽣成

階数、階高、層名称

階高の自動取得、層名称の自動生成
（認識に通り⼼、通り符号は不要）

開口形状、サイズ

外周交点をクリックして⼊⼒可能
(開口外周のぬすみ考慮可)
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・通り心以外は、基本的にRC造向けの機能。
・事前にレイヤ分けが必要。通り心（階高）、柱、
壁、雑壁に分ける。

・通り⼼に⼨法線は不要。通り符号、階符号は左側
または下側に記載。

・現況は、⼤梁は⾃動⽣成させた⽅が便利。床組は
自動生成出来ないので描かなくてもよい。

・⽴⾯図を使って開⼝⼊⼒する場合、利⽤する⾯に
より事前に反転させておく必要がある。
機能は今後もブラッシュアップして参ります。

２、⼊⼒機能について（構造モデラー）
・CADデータ利⽤についての主な注意点
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２、⼊⼒機能について（構造モデラー）
・CADデータの準備（動画）

必要最小限の手間とすること
が効率的な作業に繋がります。
必要最小限の手間とすること
が効率的な作業に繋がります。
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２、⼊⼒機能について（構造モデラー）
・CADデータ活用（新規データ作成時）（動画）

前ページのデータを読込する際の手順と
その作業直後のデータ状態について動画
で説明します。

前ページのデータを読込する際の手順と
その作業直後のデータ状態について動画
で説明します。
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２、⼊⼒機能について（構造モデラー）
・CADデータ活用（雑壁、開口配置）（動画）

通常の⼊⼒⽅法以外にCADデータを下
図とした便利な⽅法があります。
雑壁と開⼝の例を説明します。

通常の⼊⼒⽅法以外にCADデータを下
図とした便利な⽅法があります。
雑壁と開⼝の例を説明します。
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３、計算機能について（NBUS7）
・NBUS7の機能概要

・計算を⾏う前にモデル化が適正か確認出来る。
・計算データの履歴管理機能が充実。
・マルチスレッド計算によって準備計算、許容応⼒
度計算も⾼速化。
・構造計算関連の項目についてもプロパティを使っ
た効率的な修正、変更作業が可能。
多機能でシンプル、より使いやすくなりました。
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・計算前のモデル化確認（動画）

３、計算機能について（NBUS7）

構造モデルは各計算時に自動生成されま
すが、計算前に確認することも可能。
構造モデルは各計算時に自動生成されま
すが、計算前に確認することも可能。

交点集約設定（全体設定の場合）
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３、計算機能について（NBUS7）
・構造モデルの生成
・交点の集約条件が設定可能。(全体、個別設定)
・従来通り、部材の寄りを入れなくても計算可能で、
その場合も梁交差部のずれを補正することが可能。

柱心の節点にはり
交点が集約される

はり交点が
集約される

集約条件を距離と
して設定できる

基準軸 任意軸

基準軸

任意軸

注記︓異なる基準軸交点どうしの集約は出来ません。
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・履歴管理機能の使い⽅（動画）

３、計算機能について（NBUS7）

履歴管理機能についての基本操作
を説明します。出⼒については、
NOUTで設定出来ます。

履歴管理機能についての基本操作
を説明します。出⼒については、
NOUTで設定出来ます。
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３、計算機能について（NBUS7）
・マルチスレッド処理による⾼速化

455.08

395.47

59.61

127.18

80.89

46.29

0 60 120 180 240 300 360 420 480

計算時間合計

保有計算※2

許容計算※1

NBUS7とBUS-6の計算時間比較１(RC造)

NBUS7
BUS-6約1.3倍約1.3倍約1.3倍

（秒）

（RC造15階、X方向5スパン、Y方向15スパン）

※1︓準備計算〜断⾯計算終了時まで
※2︓断⾯計算終了〜保有計算終了時まで

【参考】使用パソコンスペック
CPU︓INTEL Core i7-8700K
メモリー︓32GB
HDD︓1TB SSD

約3.6倍約3.6倍約3.6倍 Fast!!

約4.4倍約4.4倍約4.4倍 Fast!!
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３、計算機能について（NBUS7）
・マルチスレッド処理による⾼速化

144.04

69.69

74.35

34.37

7.65

26.72

0 60 120 180

計算時間合計

保有計算※2

許容計算※1

NBUS7とBUS-6の計算時間比較２(S造)

NBUS7
BUS-6

（秒）

（S造20階、X方向4スパン、Y方向8スパン）

※1︓準備計算〜断⾯計算終了時まで
※2︓断⾯計算終了〜保有計算終了時まで

【参考】使用パソコンスペック
CPU︓INTEL Core i7-8700K
メモリー︓32GB
HDD︓1TB SSD

約4.2倍約4.2倍約4.2倍 Fast!!

約9.1倍約9.1倍約9.1倍 Fast!!

約2.8倍約2.8倍約2.8倍 Fast!!
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分類 機能内容

準備計算 パラペットの重量、はり剛性への考慮

スラブ協⼒幅ａの鉛直荷重時、⽔平荷重時別の考慮

ブレースの有効細⻑⽐λで自動的にモデル化

不整形なスラブ荷重計算（三⾓、台形、Ｌ型、多⾓形）

断面計算 算定計算した鉄筋を２段筋、３段筋へ⾃動配列

CFT柱の式選択（告示式、新都市ハウジング協会式）

保有計算 余耐⼒法、割増率αによる非破壊部のヒンジ判定

露出柱脚のせん断強度にQ-Nインタラクション考慮

S造、CFT造柱は曲げ強度低減出来るM-Nモデルのみ

各計算共通 X、Y⽅向以外に設定で任意⾓度の２⽅向を同時解析可能

・NBUS7主な対応済み項⽬、変更点
３、計算機能について（NBUS7）
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・パラペット形状は、２種類から選択でき、重量計算
はりの剛性計算に考慮可能。
・スラブ協⼒幅aを鉛直荷重時・水平荷重時のケース
毎に異なる⻑さの指定可能。（RC規準に準拠）
・ブレースのモデル化を有効細⻑⽐λで自動判定可能。

３、計算機能について（NBUS7）
・準備計算

（あご無し） （あご有り）

パラペット形状

鉛直荷重時a

水平荷重時a

荷重ケース毎のスラブ協⼒幅

・有効細⻑⽐λによる自動判定
・判定式︓λ≧1980/√F 

F︓鋼材の基準強度(N/mm2)

自動的にモデル化

判定式を満たす場合の⾃動処理
ブレース 引張ブレース
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３、計算機能について（NBUS7）
・X、Y⽅向＋任意⾓度加⼒
・⼀度の計算でX、Y⽅向以外に任意⽅向の加⼒時の
解析が指定により同時に⾏えます。

Y

X

X⽅向加⼒(負) X⽅向加⼒(正)

Y⽅向加⼒(正)

Y⽅向加⼒(負)

任意⾓度加⼒2(正)

任意⾓度加⼒2(負)任意⾓度加⼒1(負)

任意⾓度加⼒1(正)
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３、計算機能について（NBUS7）
・断面計算
・必要鉄筋本数算定時に2010年版配筋指針に準拠し、
片隅フック、先曲げ時の配筋可能本数で判定。

・並ばない場合、地中ばりは最高
３段まで⾃動配列。
・並ばない場合、地中ばりは最高
３段まで⾃動配列。
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非破壊部のヒンジ判定で下記の用途に使用出来る。
・架構の崩壊形の特定
・付着割裂破壊の付着応⼒度σｙ算定
・RC造せん断保証設計の割増率ｎ
・Ds値の基礎ばりヒンジ有無

３、計算機能について（NBUS7）
・保有⽔平耐⼒計算

Qu算定時Qu算定時Qu算定時 Ds算定時
（想定メカニズム時）

Ds算定時
（想定メカニズム時）

Ds算定時
（想定メカニズム時）

Ds算定時Ds算定時Ds算定時

ヒンジが発生せず
崩壊型が確定不能

余耐⼒法や割増率α
でヒンジ位置判定
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４、出⼒機能について（NOUT）
・NOUT（計算結果ビューワー）の機能概要
・マルチディスプレイ環境でも利⽤可能。
・構造計算書の他、図やグラフでの確認が可能。
・プロジェクト管理機能で計算結果⽐較、管理が可能。

構造モデラー
＋

NBUS7
NOUT

画⾯を並べて便利に使える画⾯を並べて便利に使える画⾯を並べて便利に使える
NOUT
構造計算出⼒

・⼊⼒データ書
・構造計算書

計算結果等の図化
・構造図 ・準備計算
・応⼒計算 ・断面計算
・保有計算 ・メッセージ一覧

プロジェクトの結果管理
・最大10ケース
・結果選択、複数ケース比較

・NOUTの操作概要（動画）
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４、出⼒機能について（NOUT）

NOUTでの主な機能と操作につい
て簡単にご説明します。
NOUTでの主な機能と操作につい
て簡単にご説明します。



・計算結果の図化のピックアップ紹介（動画）
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４、出⼒機能について（NOUT）

NOUTでの主な計算結果の図化に
ついてピックアップしてご紹介し
ます。

NOUTでの主な計算結果の図化に
ついてピックアップしてご紹介し
ます。
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４、出⼒機能について（NOUT）
・計算過程のCSV出⼒機能（動画）

NBUS7で指定した部材について計算
過程のCSV出⼒が可能です。
その操作方法について説明します。

NBUS7で指定した部材について計算
過程のCSV出⼒が可能です。
その操作方法について説明します。
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４、出⼒機能について（NOUT）
・部材の個別検討用CSV出⼒（動画）

NOUTでの主な計算結果の図化に
ついてピックアップしてご紹介し
ます。

NOUTでの主な計算結果の図化に
ついてピックアップしてご紹介し
ます。
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４、出⼒機能について（NOUT）
・出⼒での履歴管理機能の使い⽅（動画）

構造モデラー＋NBUS7の履歴管理ファイルを
読込み、指定したケースでの計算書や図化を
⾏えます。結果⽐較にも利⽤可能。

構造モデラー＋NBUS7の履歴管理ファイルを
読込み、指定したケースでの計算書や図化を
⾏えます。結果⽐較にも利⽤可能。
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５、今後の追加機能、開発予定
・開発ロードマップ（2020年5月現在）

【注記】
・SNAP連携︓SNAP Ver.7データ変換への対応。
・Revit連携︓構造モデラー＋Revit OP（仮称）での対応。
・ST-Bridge︓ST-Bridge形式ファイルへの対応。

（今後も随時更新されます。）
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分類 機能追加内容

荷重計算 積雪荷重の特定緩勾配屋根
応⼒計算 ひび割れを考慮した地震時応⼒計算

はり水平剛性の考慮

基礎荷重の取り扱いに基礎ばりのみを追加

計算ルート 保有耐⼒接合計算の追加

断面計算 RC規準2018年版 付着割裂破壊の検討

S造はりの２軸計算

保有計算 RC規準2018年版 付着割裂破壊の検討

はり水平剛性の考慮

データ連携 SNAPへのデータ転送

５、今後の追加機能、開発予定
・2020年8月に公開予定の項目
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最後までご視聴有難うございました。
「我々の努⼒は快適な設計環境のために」


