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この度はCAD鉄Meetupに興味を持っていただき、ありがとうござい

ます。CAD鉄Meetupの発案・企画を担当させていただきました”さka

す”という者です。ミートアップの説明に入る前に少しだけ、このイベ

ントの開催経緯についてお話させてください。

昨今、新型コロナウイルスの影響により鉄道模型展示会を含めたあらゆ

るオフラインイベントが開催不能となったことから、世間ではバーチャ

ル展示会のようなオンラインイベントの需要が急速に高まってきました。

そのような中、オンラインでも可能な鉄道模型展示会の在り方とは何な

のか、少し考えてみたことが事の始まりです。

まず、「展示会」を行う意義について少し考えてみます。近年はモデ

ラーの皆様がSNSやブログを積極的に活用しているため、わざわざ現地

に赴かなくとも作品を見てやりとりすることが出来ます。それにも関わ

らずわざわざ展示会に赴くのはなぜでしょうか。それはそこに作品の

「現物」があり、それを生で見ることが出来るからであり、そして作品

の制作者の皆様と「交流」を通じて情報交換することに展示会の大きな

意義があるからではないでしょうか。したがって、「現物の展示」と

「交流」を最重要項目に位置付け、これらが満たされる形でのオンライ

ン展示会を目指しました。

残念ながらオンラインでは模型という「現物」を生で見ることはでき

ません。しかし、近年モデラーの皆様の間で鉄道模型製作の新たな手段

として注目されつつある3Dモデルならば、オンラインでも現物を生で

見ることが可能です。そこで、今回は3Dモデル関連のミートアップの

実績があるCAD鉄氏 (Twitter : @CADtetsu) のご協力のもと、展示物

を3Dモデルに限定した「CAD鉄Meetup」を開催します。3Dモデルと

いう現物を皆様が共有できるよう、そしてそれを通じて皆様が交流する

機会を得られるよう、プログラムとアプリケーションを選定いたしまし

た。短い時間、そして展示物がデジタルデータになるという今までに経

験のない形での開催になりますが、ぜひこの機会に皆様が培ってきた技

術・作品を交換して有意義な時間を過ごしていただけること、またそれ

に刺激されて今後の模型製作意欲の向上に役立てていただければ幸いで

す。

最後に、本ミートアップ開催にあたり準備の場で大変お世話になりまし

たCAD鉄Meetup運営委員会の皆様、またリハーサルにて様々な助言を

賜りましたオブザーバーの皆様には大変感謝しております。この場をお

借りしてお礼申し上げます。

2020年7月23日
CAD鉄 Meetup 運営委員会

さkaす (Twitter : @sakasuno2000)

はじめに
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オンライン化したことで、PC・iPhone等の端末さえあればどこから
でも参加可能になりました。自宅・カフェ・旅先など、あらゆる場
所からミートアップに参加して会場を盛り上げてください。

展示物を模型そのものではなく、3Dモデルに特化させることでオンラ
インでも現物へとアクセスすることが出来ます。皆様の3Dモデルは
Solid Edge Portalを介して全体に共有され、生の作品を間近に観察す
ることが出来ます。

CAD鉄Meetupのコンセプト

現物たる
3Dモデルの展示

参加者の交流
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任意の場所から
参加

参加者の交流を実現するため、モデラ―によるプレゼンテーションと
参加者同士の技術交流会を中心としたプログラムで構成されています。
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１. 現物たる3Dモデルの展示

２. 参加者の交流

３. 任意の場所から参加



Remo Conference は数あるオンラインコミュニケーション
ツールの中でも、プレゼンテーション・参加者同士の双方向コ
ミュニケーションに特化したアプリケーションです。プレゼン
テーション中は発表を聞くだけでなく、リアルタイムにコメン
トすることで全員が主体的に参加できます。また、6人掛けの
円卓を多数配置することで参加者同士で双方向的なコミュニ
ケーションを取ることが出来ます。

Solid Edge PortalはあのSiemens社が提供するクラウドベース
の設計共有サービスです。事前に皆様の3Dモデルをここにアッ
プロードすることで、当日は参加者の皆様が作成した3Dモデル
を全員で共有することが出来るようになります。なお、投稿し
た3Dモデルには他者が編集・ダウンロードすることが出来ない
ようにロックすることができます。

アプリケーションの紹介
CAD鉄Meetupでは「現物展示」と「交流」を実現するため、Remo ConferenceとSolid Edge Portalを用います。ここで
はそれぞれのアプリケーションの特徴について解説します。

Remo Conference Solid Edge Portal
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3Dモデル



タイムテーブル

13:45～14:00 開場

14:00～14:15 イントロダクション

14:15～15:10 ゲストプレゼンテーション
(1) すずめ模型氏
3Dプリントの可能性に挑戦！複数
素材の組み合わせで鉄道模型を作
る
(2) プレゼンター募集中
(3) プレゼンター募集中

15:10～15:30 交流会

15:30～15:55 ショートプレゼンテーション
(1) プレゼンター募集中
(2) プレゼンター募集中
(3) プレゼンター募集中

15:55～16:00 閉場

開催概要

名称 CAD鉄Meetup

日程 2020年8月22日 (土) 14:00～16:00
途中参加・退場OKです

会場 オンライン (Remo Conference上)
先着200名

参加費 無料
（事前の参加申込みが必要です）

主催 CAD鉄Meetup運営委員会

開催概要・タイムテーブル
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• プレゼンターの3Dデータの閲覧を希望される方は
8/15 (土) 24:00までに申込みをお願いします

• 参加申込み期限：8/21(金)12:00
（定員になり次第、締め切りとさせていただきます）

CAD鉄Meetupに参加する場合、事前に参加申込みとRemo Conference・Solid Edge Portalのアカウント登録をする必要
があります。以下のフローチャートに従って参加申込み・アカウント登録をお済ませください。なお、アカウント登録の
方法はCAD鉄公式サイトに掲載されているアプリケーションマニュアルに記載してあります。ご参照ください。

参加方法と当日までの流れ

CAD鉄公式サイトの申込みフォームから参加申込みを行います

8/15 (土) 以降順次

CAD鉄Meetup当日にやること
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Remo Conferenceのアカウント登録を行います

8/15 (土) 以降順次Solid Edge Portalのアカウント登録を行います

8/15 (土) 以降順次申込みの際にご登録いただいたメールアドレスまで
Solid Edge Portalのアカウント登録の旨と
会場へのリンクとを記したメールが届きます

8/15 (土) 以降順次会場へのリンクから会場へとアクセスし、事前に作成した
Remo Conference アカウントを用いてログインします

参加完了！
CAD鉄Meetupをお楽しみください！

事前にやること

８/15 (土) 以降順次

https://www.cadtetsu.jp/meetup
https://www.cadtetsu.jp/meetup
https://remo.co/conference/
https://solidedgeportal.sws.siemens.com/home/


参加環境について
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以下のものをご用意頂くことで、CAD鉄Meetupをより快適に楽しんで頂けます。

視聴覚アイテム

• イヤホン … ハウリングを防止するのに役立ちます。

• マイク … 自分の声がはっきりと相手に届きます。PCやヘッドセットで構いません。

• マウス … Solid Edge Portalを快適に操作するにはマウスが必要です。

サブモニター
プレゼンや交流に参加する際はRemo ConferenceとSolid Edge Portalを別の画面で表示するととても快適に参加で
きます。お手持ちのPCをデュアルディスプレイ化するかPCの他にスマートフォン等をご準備ください。



 宗教勧誘・ネットワークビジネス等のミートアップの趣旨に無関係な勧誘行為、他悪質な勧誘行為はお断
りします。

 公序良俗に反する行為はおやめください。

 上記注意に従わない場合や悪質な場合は運営より警告、または強制退出などの措置を講じます。

CAD鉄Meetupの円滑な運営を行うため、以下の点にご注意いただきますようご協力お願いします。

全体向け注意事項

◎プレゼンターや相手の許可がある場合に限り、スクリーンショットなどの撮影が可能です。

◎スクリーンショット等を行う際は個人名や素顔等のプライバシーに十分配慮するようお願いします。

◎画面共有を行う際は画面内に公開したくないものが映らないよう事前に十分確認してください。

◎当日はCAD鉄MeetupをTwitterで実況する予定です。

 会話を円滑に行うため、相手が話し終えてから話すようご協力をお願いします。

 ハウリング防止のため、参加時はイヤホンの着用をお願いします。

迷惑行為はお断りします

権利への配慮・確認をお願いします

会話を円滑に進めるために

迷惑行為はお断りします
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ゲストプレゼンテーションの持ち時間は発表時間10分、質
疑応答時間5分の計15分間です。発表時間が長いため、細
かいところまで時間をかけて発表することが出来ます。

ショートプレゼンテーションでの持ち時間は発表時間4分、質
疑応答時間1分の計5分間です。時間が短いため、あまり多く
のことは話せませんが、こちらは当日に飛び入りで参加する
ことが出来ます。ゲストプレゼンテーションや交流会を通し
て自分も発表してみたくなった人はぜひ登壇してみてくださ
い (当日の時間次第では飛び入りの時間が設けられない場合が
あります) 。

CAD鉄Meetupでは皆様が日頃培ってきた技術・作品を披露する場としてゲストプレゼンテーションとショートプレ
ゼンテーションの2つを設けました。紹介したい話題があればぜひこの機会をご利用ください。どちらか一方にのみ
応募可能です。応募者多数の場合は11ページに従って抽選を行います。

プレゼンテーションについて

ゲストプレゼンテーション ショートプレゼンテーション
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プレゼンターの皆様には事前にプレゼンテーションで紹介する
自身の3DモデルをSolid Edge Portalまで提出していただきま
す。これにより、参加者全員が3Dモデルを手元で観察しなが
らプレゼンテーションを聞くことが出来るため、ある意味で展
示物に触れる事が出来ると言えます。是非あなたの拘りを魅せ
てください。

CAD鉄Meetupのプレゼンテーションではただ単にプレゼンテーションをするだけでなく、Solid Edge Portalを介し
てプレゼンテーションの3Dモデルが参加者に公開されます。また、Remo Conferenceのコメント機能によって参加
者全員がプレゼンテーションに主体的に参加できます。

プレゼンテーションの工夫

Remo Conferenceにはコメント機能が備わっています。参加者
の皆様はコメント機能を通じて、プレゼンテーションと並行し
て感想や疑問点等をコメントすることができます。プレゼン
ターは参加者の反応をリアルタイムに把握することが出来ます。

Solid Edge Portalを
介した3Dモデルの公開

コメント機能で全員が
プレゼンテーションに参加
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プレゼンテーションへの応募
プレゼンテーションを希望する方は以下をご確認の上、ご応募ください。皆様のご応募をお待ちしております。

• CAD鉄Meetup当日までにプレゼンテーションで紹介する3Dモデルを運営まで提出できること、当日参加できることが応募条件で

す。なお、提出していただいた3Dモデルは他者からダウンロードができないように設定することができます。

• プレゼンテーションの応募は参加申込みフォームの最終項目にて「登壇を希望する」を選択し、その後の質問欄を埋めてください。

• プレゼンテーションの応募は8/1 (土) 18:00までとなっています。

• プレゼンテーションへの応募者の数が予定数を上回った場合、運営委員会により抽選を行います。

• ゲストプレゼンを希望された場合でも抽選結果によってはショートプレゼンの割り当てになる場合がございます。その際は一度登壇の

ご意向を確認させて頂きます。

• 抽選の有無にかかわらず、応募された方には8/3 (月)までに参加登録フォームで登録していただいたメールアドレスまで結果をご連絡

します。また、その際にプレゼンテーションのガイドラインや3Dモデルの提出方法についても別途ご案内します。

応募条件・方法・締め切り

抽選と結果連絡について
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お問い合わせ

CAD鉄公式Twitter
https://twitter.com/CADtetsu

CAD鉄Meetup運営委員会
info@cadtestu.jp

本ミートアップに関するお問い合わせ、取材のお申し込みなどについては下記のメールアドレスまたはCAD鉄公式
Twitterのダイレクトメッセージまでご連絡ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。また、CAD鉄で
は公式Twitterの他にFacebook・LINE@でも活動しております。
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CAD鉄公式Facebook
https://www.facebook.com/cadtetsu/

CAD鉄公式LINE
ID:@cadtetsu

https://twitter.com/CADtetsu
mailto:info@cadtestu.jp
https://www.facebook.com/cadtetsu/
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