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まず９時から役員会議。本日の社長の予定ですが…

その後１０時に新潟のセミナーにて講演。１１時、鹿児島で工場を見学。 13時、ミラノの美術館を視察したのち 14時、LA で展示会、そこから…
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「社長と秘書」篇
フォーラムエイトCMキャラクターパックン出演新CM

それ
全部今日の話？！
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Web会議機能

アバタやビデオを利用しリアル以上
に円滑なコミュニケーションを！

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

2021.11.18 開催 CPWCでの利用例（バーチャル会場強力：境港市／市民交流センター）

空間共有機能

VR 空間をユーザーと共有！

レイアウト機能

モデルインポート可能、 Shade3Dとの
連携でさらに美麗なバーチャル空間へ

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

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決済機能グループウェア機能 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
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Op

Ba

Ba

Ba

Ba

BaBa ログ機能

ユーザの行
動履歴をビッ
グデータとし
て集積

Op オプション機能Ba 基本機能

ケジュール・タスク管理かスケジュール・タスク管理から
クラウド型 ERPシステムとの連携も！

New !
仮想空間で展示プロジェクトを閲覧・評価できるソーシャルコミュニケーションツール

F8VPS バーチャル投票  
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「スペシャルの上を行きたい」（小島彗来・

代表取締役）との意がその社名に込められ

たという株式会社エスペシャリィが設立され

たのは、2008年10月。まさに米国のサブプラ

イム住宅ローン問題に端を発し世界的な金融

危機に発展したリーマンショック（同年9月）

直後というタイミングながら、「卓越した技

術者集団」を標榜するシステム開発会社とし

てスタートしました。

以来、同社は時代のニーズにしなやかに応

える形で、アトピー肌用を起点とする化粧品

の製造販売や広報支援など様々な事業を拡

充。そのような一環として2021年1月、関連

会社のオレンジ・レスキュー合同会社（代表

者同）が制作する「東京ラジオニュース」（レ

インボータウンFM88.5MHz、毎週火曜日14

時～15時）の放送が開始。新型コロナ禍を背

景とし、DX（デジタルトランスフォーメーショ

ン）に象徴されるICT（情報通信技術）活用

などにより、非接触や遠隔といった社会経済

における日常の変革を迫る「ニューノーマル

時代」に適応した情報発信にも繋げてきて

います。

今回ご紹介するユーザーは、株式会社エ

スペシャリィです。小島社長は8年ほど前、当

社社長の伊藤裕二も副会長を務める一般社

団法人ソフトウェア協会（SAJ）に入会。3年

ほど前には、フォーラムエイトの本社ショー

ルーム（品川）を訪れる機会を得、最先端の

VR（バーチャルリアリティ）技術が連携する

多彩なシミュレーションシステムに触れたの

を契機に、その活用可能性を確信。その後、

同社固有のパイプを通じ、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」およびそれをベースとするシミュレー

ション技術について、それらを必要とする顧

客とマッチングする事業を展開。進行中の案

件も含め、既に複数の活用事例を実現。さら

にその先には、海外の潜在需要もターゲット

に描きます。

株式会社エスペシャリィ

株式会社エスペシャリィ

URL　https://especially.co.jp

所在地　東京都渋谷区

業務内容 ： 
システム／ソフトウェア開発・営業、広報支援サー
ビス、化粧品製造販売、サロン経営ほか

株式会社エスペシャリィ
代表取締役 小島 彗来 社長

自社リソースを駆使し、メイドインジャパンの優れたソフトウェアの普及に力
SI企業をはじめ国内外の潜在ニーズとフォーラムエイトのVR技術をマッチング

User
 Information

３つの「つくる」で全てのお客様にとって

特別な集団たり得る

『作る』

常に作り続けお客様の満足度を高め

『造る』

技術の集合体として、より大きくお客様に

利益をもたらすものを造り

『創る』

常に考え、行動し、新たな価値観を創る

企業理念
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「本当は、（商談の場などで）エンジニア

さんを喋れるようにしたいと思っていたので

すが、ちょっとハードルが高かったので、その

まま代わりに自分が喋っていこうと」

もともと司会やナレーションなどイベント

関係の仕事に携わっていた経験を有する小

島社長。エスペシャリィの創業に際し、それ

までの経験からシステム開発業界には無口な

（換言すれば、商談が得意でない）人が多い

ものと想定。自ら同業界に参入することで、

高い技術力を有するエンジニアのコミュニ

ケーション力強化を図るとともに、自身が前

職時代に培った多業種にわたる人脈を活用。

そのような中から当該業界への新たな付加

価値の創出が着想された、と振り返ります。

前述のように、システム開発会社として活

動を始めた同社は現在、東京都渋谷区に本

社事務所を設置。システム事業部をはじめ広

報部、コンテンツ事業部および新規事業部

の4部門を軸に様々な分野に及ぶビジネスを

展開しています。

そのうち、システム事業部でメインとなる

のがSES（システムエンジニアリングサービ

ス）開発。金融や通信、住宅系の大手企業、

官公庁などの顧客先に同社エンジニアが常

駐し、各種システム開発を担当しています。

また、受託開発に向けては現在、タイに開発

チームを保有。顧客からの依頼に対応し、パ

ソコンやスマホ用のアプリを開発。併せて、

自社主導により「リフォーム改善統合システ

ム」「毎月5分のセキュリティチェック」「ひっ

こしくん」「会員管理.com」などのパッケー

ジソフトを開発してリリース。同チームにはブ

リッジSE（システムエンジニア）も配置して

おり、ニーズに応じたオフショア開発にも対

応しています。

広報部では、マスコミ獲得支援広報として

取材に繋がるプレスリリースの作成サービス

に注力。店舗再生で実績を有するメンバーに

よる、店舗再生に向けた人材育成や販売プラ

ン立案などのサポートも行っています。

また、コンテンツ事業部ではWebをはじめ

ポスター、キャラクター、ロゴなどの各種デザ

イン、ライティング、SNS運用サービスなどを

カバーしています。

さらに新規事業部では同社独自の事業と

して、1）中小企業の部長経験者を週1あるい

は月1の頻度で零細企業に派遣する「部長派

遣サービス」、2）担当者に代わって企業の

SNS運用や広報誌向け執筆作業を行う「書

きものがかり」、3）「カレ」ブランドの各種化

粧品の製造販売、4）上記化粧品などを活用

したサロン経営、5）フォーラムエイトをはじ

めSAJ会員企業の製品を対象とする営業支

援 ― などを展開しています。

そのほか、同社の関連法人として、1）冒頭

で触れた「東京ラジオニュース」などラジオ

番組の企画制作を行うオレンジ・レスキュー

合同会社、2)動物の殺処分防止に資すること

を目指しWebサイトを運営するペットのきも

ち株式会社、3）学びを通じて女性の自立支

援を促す一般社団法人Tap ― の3社を立ち

上げ、適宜連携した活動を行っています。

エスペシャリィのフォーラムエイトとの

接点は、以前から当社も加入していた現行

のソフトウェア協会（SAJ）（2021年7月、

それまでの「コンピュータソフトウェア協会

（CSAJ）」から改称）に同社が入会した10

年ほど前に遡ります。当時、既に自社開発の

パッケージソフトを有していたのもさること

ながら、協会メンバー各社がどのようなソフ

トウェア製品を扱っているのか、またどのよ

うにそれらを提供しているのかにも非常に興

味があった、と小島社長は同協会に参加した

背景の一端を振り返ります。

加えて、もともとVRやAI（人工知能）と

いったキーワードに関心があり、「VRといえ

ば、やはりフォーラムエイトが一番」との認識

を次第に醸成。そのような中で3年ほど前、

小島社長は当社の東京本社ショールームを

初めて訪問。そこでVRやシミュレーションの

最先端技術の粋を集めた多彩なラインナッ

プを体験し、自ら楽しみながら、それでいて

VRの奥深い可能性を実感。その後、参加し

た「FORUM8デザインフェスティバル」（毎

年11月開催）ではフォーラムエイト製品の広

範な分野における先進的かつ多様なソリュー

ションに触れ、それら製品とともにフォーラ

ムエイトそのものに改めて興味を抱くことに

なった、といいます。

システム開発を起点とし、　　　
フレキシブルにビジネスを多様化

フォーラムエイトおよび　　　　
同製品との出会い

小島社長がコメンテーターとしてレギュラー出演しているレインボータウンFM88.5MHz「東京ラジオニュース」
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「その製品を出来るだけ多くの方に紹介

したいということと、これから日本でインフ

ラの再構築を進めていく際に使っていただ

いた方が本当に良い商品だと思ったことがあ

ります」

一般に多くの人々はVRというと、ゲーム

の世界を専らイメージしがち。しかし実際に

は、VRにとってゲームはほんの一部の利用

分野に過ぎず、例えば、インフラ整備や都市

の再開発、建物の建築などに当たりUC-win/

Roadを使って完成後の姿を事前に、スピー

ディかつリアリスティックにVRで再現。しか

も地形や都市環境、交通網など日本の実際

の状況を反映し、そこに異なる条件を与えつ

つ多様かつ高度なシミュレーションを行うこ

とも可能。まさに、インフラ再構築の時代に

最も求められる機能を実現するツールではと

の確信を得た、と小島社長は語ります。

そこでフォーラムエイトに対し、そのUC-

win/Roadをベースとするシミュレーション技

術の販売支援を提案。エスペシャリィの営業

担当者らがVR技術の活用を潜在的に必要と

している業界に精通していたこともあり、大

手SI（システムインテグレーション）企業に

案内したところ、都市の再開発や学校など向

けニーズにフィット。進行中のケースを含む複

数プロジェクトで採用に至っています。

そうしたケースでは例えば、顧客が抱える

課題に対し、大手SI企業がそのソリューショ

ンを検討。設計したシステムによる効果やそ

の実現性をどう示していくか思案しており、

加えて同様なシステム完成後の結果について

より分かりやすい説明が求められる事業の

増大が今後見込まれ、事業部門自体の活性

化にも繋げたいとの意向を受け、エスペシャ

リィの担当者がUC-win/Road利用によるプ

レゼンテーションの導入を助言。当社ショー

ルームへの来訪からUC-win/Roadの使い方

に関するセミナーへの参加などを通じ、エス

ペシャリィが一貫してフォローし、採用実現

に繋げています。

小島社長は最近注目される「メタバース」

や「デジタルツイン」の話題にも触れ、それら

の概念と通底する世界をフォーラムエイトが

いち早く想定し、これまで20年間にわたって

ノウハウを蓄積してきたことにも注目。そうし

た努力が完成度の高いシミュレーション技術

を生み出す原動力になっている、との見方に

触れます。

「メイドインジャパンのソフトウェア製品

が開発途上国をはじめとする海外の方たち

をサポートできるというところが今後、（国内

市場の先行きに制約が窺われる）日本の経

済活動の中心（的なフィールド）になるので

はと思っています」

SAJを通じ、毎年異なる地方の行政機関

や学生らと情報交換。そのような活動の蓄積

が日本のICT底上げにも繋がっており、引き

続きその一翼を担っていきたい、との考えを

小島社長は述べます。

エスペシャリイとしても、若い世代の採用

に力を入れる中、広範な事業分野をカバーす

る社の特徴を反映し、総合力を身に着けても

らえるような人材育成を志向。そこでは、新

しい時代のニーズへの追随と併せ、「日本の

素晴らしいソフトを国内はもとより、可能な

限り世界に発信していくお手伝いをしたい」

との針路を描きます。

そうした観点を踏まえ、氏はVR活用の普

及に向けたアプローチのあり方にも言及。

「もしご自身の周りで少し視野を広げてみ

て、現在行っている作業以外にもこれを使っ

たら面白いのでは、あるいはこう展開したら

面白いのでは」などと思量。その上で実際に

UC-win/Roadを使ってみると、VR技術の活

用範囲も広がってくるはず、と説きます。

「これからも、VRをはじめとしてメイドイ

ンジャパンの技術が進化する姿を、フォーラ

ムエイトと共に描いていきたいと思います」

（執筆：池野 隆）

フォーラムエイトのVR技術　　
導入をサポート

国内外での潜在的な需要と　　　
国産ソフトの可能性に注目

ショールームにてVRシステム体験中！
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Users Report
ユーザー紹介／第 136 回
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地域の課題解決と時代のニーズに対応、実践的職業教育をリード
建築系学科の新設を機にUC-win/Road導入、新年度から全学科でVR授業

学校法人浦山学園　富山情報ビジネス専門学校

URL　http://www.bit.urayama.ac.jp

所在地　富山県射水市

教育内容：情報、観光、医療、福祉および建築分野を
通じ、地域の課題解決や時代のニーズに即した実践
的な人材の育成

「DX（デジタル・トランスフォーメーショ

ン）が今後、加速度的に推進されていくことに

よって、いろいろな業界の職場やお店などで

もICT（情報通信技術）の活用がいっそう進

み、（それにつれて）利便性はどんどん高まっ

ていくと思うのです」

しかしそうした社会の趨勢は他方で、学校

にとってみればICTそのものはもちろん、広範

な領域にわたり教えている内容が刻々と陳腐

化していってしまうことを意味します。つまり、

社会の変化に合わせてどんな教育をしていか

なければならないのかということは、学校に

とって重要な課題です。学校法人浦山学園 富

山情報ビジネス専門学校の能登一秀校長は、

これまでも当然、カリキュラムを毎年見直して

きているとは言え、遠からず自身らの教育や

その考え方自体の大きな転換を迫られる時期

も来るはず、との考察に言及。今回のVR導入

は、そのような新たな時代のニーズに向けた

アプローチの第一歩とも言える、と位置づけ

ます。

浦山学園は、時代のニーズに対応しつつ実

践的かつ専門的な職業教育の向上と併せ、地

域の課題解決を教育・研究機関の立場から目

指す「地学一体」の考え方を標榜。これを反

映し、富山情報ビジネス専門学校（Bit）では

学校法人 浦山学園
富山情報ビジネス専門学校
Toyama College of Business and Information Technology

学校法人 浦山学園 
富山情報ビジネス専門学校 能登一秀校長

学校法人 浦山学園　浦山哲郎理事長

Business Information Technologyの頭文字から
とったBitは、コンピュータにおける情報の最小単位
「ビット」という意味も含まれています。現在最先端
のコンピュータ技術もすべて「ビット」が基本・始まりと
なっていて、「ビット」の組み合わせで数字や文字を表
現しています。当校も、最先端の応用知識・技術等は
もちろんマナーをはじめとした基本をもしっかり教育で
きる機関でありたいという思いが込められています。

教育理念・目的・目標・方針に基づく教育の展開

社会性・創造性・国際性豊かな「総合的な人間力」を兼ね備えた職業人の育成
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そのカリキュラム編成や学科・専攻の再編な

どに際し、先進のICTや地域のニーズを積極

的に取り入れてきています。

その一環として、次年度（2022年4月）か

ら「建築・デザイン学科」を新設することと

なったのを受け、Bitは建築分野における最

新技術の一つとしてVRの多様な可能性に注

目。2020年秋に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」の

導入を決定。2021年9月からはいち早く、「ホ

テル・ブライダル学科」1年後期の授業でUC-

win/Roadの利用がスタート。新年度（2022年

４月）からは、Bitの全学科においてUC-win/

Roadを用いるVR授業が始まる予定です。

学園創立から55年、
新年度も拡充続くBit

浦山学園は1965年、その前身となる各種学

校中央予備校の設置が認可され、翌1966年

４月に開校。同年12月に「準学校法人浦山学

園」として認可されています。その後、1968年

には同学園初の専門学校（各種学校中央経済

専門学校、後に富山経済専門学校、さらに富

山情報ビジネス専門学校へと改称）が開校。

また、1996年には同学園が準学校法人から

学校法人として認可され、翌1997年に富山福

祉短期大学が開学します。

学園創立から55年を経る中で、同学園傘下

の各校は時代や地域のニーズに対応しながら

学科・専攻の拡充や組織再編、改称を重ね、

学園は今日、Bit、富山福祉短期大学（いずれ

も富山県射水市）および金沢中央予備校（石

川県金沢市） ― の3校から成ります。

そのうちBitは、1）情報システム学科（プロ

グラミング専攻、ロボット・IoT専攻、クラウ

ド専攻およびゲームクリエイター専攻）、2）

Webクリエイター学科（Webクリエイター専

攻）、3）ホテル・ブライダル学科（ホテル・ブラ

イダル専攻）、4）建築・デザイン学科（建築士

専攻、建築CAD専攻および測量士専攻）、5）

医療事務学科（医療事務専攻および医薬品

登録販売者専攻）、6）公務員学科（公務員専

攻）、7）インターナショナルビジネス学科（イ

ンターナショナルビジネス専攻）、8）日本語

学科（日本語専攻）― の8学科・14専攻（う

ち建築・デザイン学科および公務員学科の2

学科・4専攻は2022年4月開設）および1研究

科（診療情報管理士研究科）により構成され

ます。

また富山福祉短期大学は、1）社会福祉学

科、2）看護学科、3）幼児教育学科、4）国際

観光学科 ― の4学科から成ります。

地域と時代のニーズに応える
人材育成にウェート

Bitは、「質実にして明朗な人格形成」「専門

的な学問とその応用を通して社会に貢献する

人格形成」という学園の建学の精神を基本に

位置づけ、その上で、地域課題解決拠点として

の教育・研究機関を目指す「地学一体」のコン

セプトを体現すべく、地域と連携。地方自治体

や地元経済界とのコラボレーションなど交流

を推進するとともに、地域で必要とされる人

材育成に繋げるため、専門課程のカリキュラ

ム編成や学科・専攻の再編に当たっては地域

のニーズを反映する体制も構築されてきてい

ます。

その一端として、前述のように2022年4月

からは3専攻から成る「建築・デザイン学科」

が開設されます。これは、富山県が全国にも増

して18歳人口の減少傾向が顕著なのに加え、

建築系のより高度な教育機会の制約から高校

卒業生の県外流出を招いてきた実情への問題

意識と、当該分野における県内の人材ニーズ

に対応。高校生にとって、県内で学べる環境

を創出し学びの選択肢を増やしたい（能登校

長）、との思いもあったといいます。

また、Bitでは時代のニーズに適応する人

材育成を重視。それぞれの専攻に応じた専門

知識とは別に、社会性や創造性、国際性の豊

かな「総合的な人間力」を兼ね備えた職業人

の育成を、その教育目標として掲げます。そこ

で独自の具体策として、1）地元新聞社の協力

を得て情報を正しく読み取り表現するための

「NIB（新聞活用講座）」、2）ビッグデータを

使用しデータ分析の方法を学ぶ「データマー

ケティング」、3）演劇などを通じて表現力やコ

ミュニケーション技術を学ぶ「表現力」 ― と

いった全学科共通の一般科目を用意。さらに

4つ目の柱として新たに、UC-win/Roadをベー

スにVRを活用したプレゼンテーション技法を

学ぶ「ICT活用」が位置づけられています。

一方、2020年度からは学園全体で「スマー

トキャンパス構想」を展開。そこではグループ

ウェアを駆使し、ペーパーレスやキャッシュレ

スによる学校業務の効率化、学生とのコミュ

ニケーションの円滑化はもちろん、そうした

先進技術に適応・精通した学生の輩出にも

繋げたい、との狙いが込められているといい

ます。

UC-win/Road導入した一部授業が
始動、新年度から全学科へ

UC-win/Road導入のきっかけは、Bitに建

築・デザイン学科を開設しようという構想が

持ち上がった2020年初めに遡る、と能登校長

は述べます。

新設する学科で扱うべく「最新の建築技

術がどういうものなのか」といろいろ調べる

中で、その一つとして設計段階から構造物の

完成イメージを顧客に提示する際などで利用

シーンが広がってきていたVRに注目。とりわ

け、そうした分野で先端的な取り組みが見ら

れたフォーラムエイトに辿り着いた、と振り返

ります。

そこで能登校長は同年夏、浦山学園の浦山

哲郎理事長や富山福祉短大の松本三千人学長

らとともにフォーラムエイトの東京本社を訪

問。各種のシミュレーション事例に触れるとと

もに、UC-win/Roadを実際に体験。そうした

中から、学生たちがそれぞれ自分の思い描く

ものをバーチャル空間上で表現し、それを用

いてプレゼンテーションするという手法を着

想。建築分野に止まらない、VR技術の有する

プレゼンテーション・ツールとしての多様な活

用可能性を確信したことから、同年秋の次年

度学則変更に合わせてUC-win/Roadを正式

採用するに至っています。

学校法人浦山学園 富山情報ビジネス専門学校
能登一秀校長
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これを受け、Bitの授業

におけるUC-win/Road利

用は2021年9月から、ホテ

ル・ブライダル学科1年後

期の「ICT活用」で他学科

に先駆けてスタートしまし

た。授業ではまず、地図・

地形データから3D空間を

生成し、そこに道路や交差

点、信号機などの道路構

造を作成するといった作

業を通じ、UC-win/Road

の基本的な使い方を説

明。その上で、学生らは最

寄りの「あいの風とやま鉄

道・小杉駅」からキャンパスまで徒歩8分ほど

の通学路を3DVRで作成。また、別のゲーム

エンジンやフォーラムエイトの統合型3DCG

ソフトウェア「Shade3D」を用い、専攻分野

に即してホテルで使われそうな椅子や机など

のパーツをCGで作成・編集する仕方を学習し

ます。

現行の授業でそこまでカバーした後、続く

同学科2年前期（2022年度）の授業の最終的

なゴールとしては、学生が自ら作成するVR空

間のホテルでプレゼンテーションを行う流れ

に持っていきたい、と同授業を担当するBit情

報システム学科主任（ゲームクリエイター専攻

担当）の山本晋平先生は語ります。

また2022年度からは、Bitの全学科で同様

に「ICT活用」の授業をスタートさせる予定で

す。その際、元々専門分野に関する新しいプレ

ゼンテーション・ツールとしてUC-win/Road

を取り込んだ経緯もあり、各学科の特徴に応

じたVR表現が求められることになります。な

お、新年度以降の具体的な授業内容や指導

体制は、現時点ではまだ確定していないもの

の、各学科の内容にある程度精通した複数教

員が分担し、先行する山本先生と相互に経験

をフィードバックしつつ向上させていくような

形が想定されています。

「VRと距離のある（学科の）学生には少し

難しい部分があるのではと思っていたのです

が、思ったより学生が楽しそうにやっているな

と」。自身にとってもVR授業が初めての試み

だったのに加え、担当する情報システム学科

ならまだしも実務が全く異なるホテル・ブライ

ダル学科の学生の動機付けをどうするか懸念

もあったという、山本先生。ところが始まって

みるとそれは全くの杞憂で、ICTに親近感も

あってか、学生は非常に好奇心を持って取り

組んでいる様子が窺われる、と述べます。

また能登校長はVRを使うメリットについ

て、「リアルでは表現できない、VRでなけれ

ば表現できない」もの、例えば自分たちが思い

描く世界や街づくり、コンピュータ内部の探検

などの例を列挙。今まで見られなかったもの

をVR空間に作る楽しみから、楽しく勉強でき

る環境づくりに繋がるのでは、との期待を示

します。ただ、そのためには山本先生以外にも

同授業を担当する教員の早期育成が不可欠。

そこでコロナ禍などで制約が多い中、フォーラ

ムエイトのUC-win/RoadやShade3Dの操作

説明会には学園の教員30数名を動員するな

ど、積極的に取り組んでいます。

今後のVR展開

山本先生は「VR環境の活用機会は間違い

なく増えてくるだろう」との考えを提示。それを

学生のうちから経験していくことで、VR技術

への親和性が高まるはず。この先さらに進化

を続けていくICTの中でも、VRを自身らの強

みにしていってもらえればと、VR授業を担う立

場からの思いを説きます。

一方、能登校長は小学生の頃から先進の

ICT環境で学ぶ子供たちが入学してくる将来

を見据え、社会の変化に応じた教育の重要性

を指摘。さらに、学園が一貫して時代や地域の

ニーズを注視し続けているスタンスの意義に

言及します。

「スタートはプレゼンテーション・ツールの

一つとしてVRを使おうというところだったの

ですが、バーチャル空間内で様々な場面を再

現し、アバターを使ってサービス接遇や英会話

などの演習が出来るようにしていければと考

えています」

今後全学科に広がる「ICT活用」の授業を

通じ、多様なVR空間も作られていくことから、

プラットフォーム上でそれらを有効活用でき

る環境の構築に繋げたい。能登校長は当社の

「F8VPS」導入も視野に、次なるVR展開をこ

う描きます。

（執筆：池野 隆）

学校法人浦山学園 富山情報ビジネス専門学校
情報システム学科主任（ゲームクリエイター専攻担当）
山本晋平先生

今後、実施予定のそば打ち体験教室の様子

VR学習の授業風景
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加茂 恵美子さん
URL ： https://twitter.com/emikokamo

「もともと絵を描くのが趣味だったのです。その延長線上で3DCG

もやってみたいな、と」。3DCGのバーチャルアイドル「テライユキ」

などがポップになっていた2000年頃、「こういうのを私もやれるの

かしら」と思ったのが斯界に足を踏み入れるきっかけ、と加茂さん

は言います。ただ、あくまでも趣味であり、購入しやすい価格帯で

買おうと思えるようなパッケージソフトが限られていた中、店頭で

Shade3Dを見つけ導入に至ります。加えて、国産の3DCGソフトであ

るShade3Dは日本語の情報が豊富な上、早くから多数のユーザーに

浸透。しかも、ユーザー同士が情報を共有し、初心者が相談すると先

達たちから適宜アドバイスを受けられるようなコミュニティが当時、

既に形成。SNSなどでのやり取りを通じて必要な情報を得やすい今

日とは異なり、そのことも自身がShade3Dを選んだ大きな要因の一

つになった、と振り返ります。

前述のように、趣味で絵を描く中から3DCGの世界に活動を広げ

てきた加茂さんは当初、静止画を描くツールとしてShade3Dを使

用。導入後しばらくは、「宇宙人というか、爬虫類というか」と自ら形

容するイメージの表現を試行錯誤しながら、ノウハウを蓄積。後に自

身のメインストリームとなる女性をモチーフとし、独自の幻想的な世

界を表現するイラスト制作へと次第にウエイトを移していきます。

3Dプリンターが普及してきたのを契機に、2011年頃からは個人

的な活動で作成した3Dデータを立体のフィギュアに出力して作品

化する手法も展開。一方、静止画を中心に作品を発表してきた実績

などから出版社の依頼を受け、2010年に初めて「Shade 11」の解

説書を執筆。以来、「Shade3D Ver.16」（2017年発行、同版解説

書のみsisioumaru氏と共著）に至るまで、ほぼ毎年一冊のベースで

Shade3Dの新版が出るごとに上梓を重ねてきました。

書籍執筆に携わるようなってShade3D利用の創作が仕事に繋がり

始め、2016年頃からはペットなど動物の3DCGに基づく立体化、女性

あるいは二頭身ぐらいのキャラクターといった「ちょっと緩い・可愛

い系の」（加茂さん）イラストの下絵（線画）やフィギュアなどの制作

需要が漸増。近年はShade3Dと他のCGソフトを併用しながら、そう

したニーズに対応していると言います。

最近の個人的な創作活動における代表的なテーマと自ら位置付け

るのが、「冬虫夏草」です。これは、虫から植物が生えてくる様を擬人

化。Shade3Dで作成した原型から妖精のようなフィギュアを複製し、

それに髪の毛を貼ってドライフラワーで装飾。そこには、さなぎから

羽化する際に新しい命が芽吹く、いわば「尸解仙（しかいせん）」のよ

うなイメージの体現を意図。ただ、「解釈は見る人にお任せ」と加茂

さんは述べます。

また、自身が好きなシリーズの一つとして、名画の立体化を挙げま

す。「真珠の耳飾りの少女」（フェルメール）や「鳥獣戯画」などを基

にShade3Dで原型を作成し、石膏3Dプリンターなどを用いてフルカ

ラーで出力。それぞれ一点ものとして制作しています。

そのほか、静止画では幻想的な女性を効果的に配した「吉祥天」や

「狐の嫁入り」、「龍宮の遣い」などもShade3Dで作品化しています。

「使い慣れたツールというところが、すごく大きいのです」。約20年

にわたって利用するShade3Dへの実感を、加茂さんはこう表現。特

に、近年はケースに入れる作品が多いため、出力時のサイズをミリ単

位や小数点以下の拡大縮小率で設定できる機能などを高く評価。一

つのソフトでCG作成に必要なことが何でも出来るShade3Dは初学

者にとっても有効な選択肢の一つ、と位置づけます。

（執筆：池野隆）

Vol.12
　フリーランスの原型師として活動する加茂恵美子さん。主に手掛けるのは、
カプセルトイなど玩具用フィギュアの元となる模型（原型）の制作。「フリーな
ので、仕事自体はいろいろ」と言い、その対象は原型以外にもCGイラスト（静
止画）や「絵が出るパズル」向けドット絵の制作、各種CGソフトウェアの解説
本の執筆など多岐にわたります。
　その傍ら、個人の創作活動では静止画や一点もののフィギュアのほか、ガ
レージキットの制作に注力。毎年2回（2月・7月）開催され、プロやアマチュアが

ガレージキットや模型などの作品を展示・販売する「ワンダーフェスティバル」
には2015年以来、毎回参加。その都度、それに合わせて新作のガレージキット
作品を制作し、出展を続けてきています。
　現在、「家鴨屋（あひるや）ぽん」のユーザー名でTwitterを通じ、自身の創作
活動に関する最新情報を発信中。「当初は『ぽん』というハンドルネームだった
のですが、検索性があまり良くなかったので本名にかけた屋号のようなものを
付けています」

各種商業ニーズに対応しつつ、女性をモチーフとする幻想的な世界の表現にも力
Shade3D活用で静止画から原型、フィギュア、ガレージキットなど多彩に展開

Interview

▲左：Shade3Dで作成されたCGイラスト／右：「冬虫夏草」をテーマとしたフィギュア
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バウンディングボックスでサイズ変更
Shade3Dには形状を変形する様々な手法が搭載されています。
単一または複数の形状を数値で変形するには、バウンディングボック
スの「サイズ」に各軸でのサイズを入力します。

●「サイズ」のY軸の値を1000から500に変更

●バウンディングボックス等倍変形
「縦横比を固定」チェックボックスがオンのとき、バウンディング
ボックスのいずれかの数値を変更すると残りの数値も自動で変更さ
れます。

テキストボックスで四則演算
Shade3Dの主ツールボックスや表面材質ウインドウなど、主な設

定ウインドウのテキストボックスは、四則演算を直接入力することで、
その結果を値として使用することができます。

●100×50/2を入力

●計算結果が表示され2500となる

基点を指定してサイズ変更
サイズマニピュレータを使用すると、サイズを変更する際の基点を

指定して選択形状の３辺のサイズを変更することができます。赤の■
で表示されている基点のいずれかを選択し、表示されているX軸、Y
軸、Z軸に数値を入力してサイズ変更を行います。

●3辺の長さと基点を表示するサイズマニピュレータ

●基点を選択してサイズ変更（左端を指定）

Shade3D公式サイト
https://shade3d.jp/ ▼

Shade3D

vol.14

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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形状の整列
「整列」ウインドウにより、複数の形状の整列を行えます。整列の基
準となる図面を指定して、整列方式を選択します。

●整列ウインドウ

●選択形状をセンター合わせに

●基準形状（赤形状）を指定しての左端合わせ

ボーンによる形状の変形
形状の内骨格となるボーンによる階層構造を作成し、頂点にスキン
を設定することで、関節構造による形状の変形を行います。

●対象形状（左上）、ボーン構造（右上）、　　　　　　　
変形後の形状（左下）、変形後のボーン構造（右下）

ケージによる形状の変形
形状の外骨格となるケージを任意の形状で作成し、ケージを変形す
ることで関連づけられた形状全体を間接的に変形します。

●対象形状（左上）、ケージ（右上）、　　　　　　　　　
変形後の形状（左下）、変形後のケージ（右下）

ファイル連携
Shade3Dでは3Dプリントで代表的なSTL形式と OBJ形式に対応

しています。STLは形状データのみ、 OBJは形状色情報も含みます。

●元形状（左上）、一体化したワイヤフレーム（右上）、　　
STL形式（左下）、OBJ形式（右下）

複数形状の一体化
パーツ分けされた状態の外部データを、「ラッピングメッシュ」で一
体化することで3Dプリンタ対応形状を作成できます。

●外部形状（左）、一体化した形状（右）
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フォーラムエイトは2021年11月17日～19日

（16日はその前夜祭）にわたり、「FORUM8

デザインフェスティバル 2021-3Days+Eve」

を品川インターシティホールおよび同ホワイ

エで開催いたしました。

元々個別に催されていた複数イベントが

2009年に再編。以来、「デザインフェスティ

バル」は現行の、毎年秋に3日間かけて行う

形へと移行。2015年からは前夜祭を付設

し、当社の最新技術と多彩なアートがもたら

すケミストリーを体感していただく試みが趣

向を凝らして展開。加えて、なかなか収束が

見通せない世界的なコロナ禍の下、前回に続

き会場での感染症予防策の徹底とともに、

オンライン参加も可能なハイブリッド方式を

採用しました。

今回デザインフェスティバルは、オンライ

ン開催による前夜祭を受け、「第6回 自動運

転カンファランス」「第22回 UC-win/Road

協議会（VRコンファランス）」「第7回 最先

端表技協・最新テクノロジーアートセッショ

ン」「第14回 国際VRシンポジウム」および

「第15回 デザインコンファランス IM&VR・

i-Constructionセッション」を構成する講

演や発表、「第20回 3D・VRシミュレーショ

ンコンテスト・オン・クラウド」「第9回 学

生クラウドプログラミングワールドカップ

（CPWC）」「第11回 学生BIM & VRデザイ

ンコンテスト オンクラウド（VDWC）」「第

7回 ジュニア・ソフトウェア・セミナー」「第5

回 羽倉賞」および「第8回 ナショナル・レジ

リエンス・デザインアワード（NaRDA）」の

公開審査と表彰式、出版書籍の著者講演な

どが繰り広げられました。

インフラ分野のDX時代をリード
生産性向上や経営革新へ、デジタルツインはじめ各種ソリューションを提案

会場の様子、システム展示
デザインフェスティバル開催期間中、インターシティホール ホワイエ、オンライン
にて当社システム展示を実施。
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今回前夜祭は「A New Road（未来の道を

進む）」をテーマに、昨年に引き続き完全オン

ラインで開催。能やピルビスワーク、ONI氏演

出によるサウンドアートを軸とした多岐にわた

るアーティストらのライブパフォーマンスから構

成。開幕を華やかに彩りました。

デザインフェスティバルDay1は、午前から

午後の部前半にわたり、「第6回 自動運転カン

ファランス」でオープン。来賓あいさつを挟み、

自動運転に関わる最新施策、技術や標準化の

動向、実証実験およびプロジェクトについて関

係4省庁の担当者5氏が講演。併せて、当該分

野の研究開発向けに当社が提供するデジタル

ツイン環境に関わる最新情報を紹介しました。

午後の部後半は、「第20回 3D・VRシミュ

レーションコンテスト・オン・クラウド」の各賞

発表と表彰式を開催。これに先立ち、全応

募作品の中から13作品をノミネート。VR-

Cloud®を利用した一般投票（11月5日～14

日）、本審査会（11月16日）を経て各賞が決定

されています。

最後に、フォーラムエイト パブリッシングの

新刊2書籍「フォーラムエイトが広げるBIM/

CIMワールド 増補改訂版」および「Shade3D 

公式ガイドブック 2022 for ビギナーズ」の各執

筆者・監修者により内容を紹介する講演が行

われました。

Day2午前の部前半は、「第22回 UC-win/

Road協議会」向け「プレゼンテーション」でス

タート。後半は、「第9回 CPWC」（応募作品か

ら事前にノミネートされた8作品）および「第11

回 VDWC」（同じく7作品）の公開最終審査が

実施されました。

午後の部前半の皮切りは、「スペシャルセッ

ション」の特別講演。続く「第7回 最先端表技

協・最新テクノロジーアートセッション」は、同表

技協会長のあいさつを受け、表技協による「第

5回 羽倉賞」（同じく8作品）の各賞発表と表彰

式を実施。さらに、「第14回 国際VRシンポジ

ウム」ではまず、「World16」のミッションや取り

組みを紹介。次いで、リアルあるいはオンライ

ンで参加した世界各地のメンバー（進行役を

除く10名）が各 自々身のプロジェクトについて

発表。それらの成果を当社の製品開発に繋げ

ていく考え方へと展開しました。

午後の部後半は、今回もパトリック・ハー

ラン氏がプレゼンターとして加わり、「第9回 

CPWC」「第11回 VDWC」および「第7回 ジュ

ニア・ソフトウェア・セミナー」の各賞発表と表彰

式を実施しました。

デザインフェスティバル最終日（Day3）

は、午前の部から午後の部前半にわたり

「第15回 デザインコンファランス IM&VR・

i-Constructionセッション」として、オンライン

で繋がったオードリー・タン台湾デジタル担当

大臣を交えたパネルディスカッション形式の特

別講演やプレゼンテーションなどにより構成し

ました。

午後の部後半は、「第8回 NaRDA」（応募

作品から事前にノミネートされた8作品を対象

に審査員が11月16日に最終審査）の各賞発表

と表彰式を実施しました。

なお、今回デザインフェスティバルでは会場

あるいはオンラインを通じた入場者数（前夜祭

を含む）が累計で約2千名に上っています。

各イベントおよびセッションの内容について

は、以下にご紹介します。

新型コロナの制約下、ハイブリッド開催の強み活かし
国内外のキーパーソンら集結

オンライン
今年も昨年に引き続き会場、オンラインのハイブリッド開催。会場213名、オンライン1,774名の皆様にご参加いただきました。

デザインフェスティバル2021 レポート
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FORUM8 Design Festival2021前夜祭
は、昨年の“ニューノーマル”をさらに進化させ
た「～未来の道を進む "A New Road"～」を
テーマとして、完全オンラインで開催されま
した。今年もサウンドデザインとプロデュース
にアーチストONI氏を迎え、先端的なCG映
像表現サウンドと立体音響を融合。華道や能
楽といった日本の伝統文化を中心として、ス
テージライブやタップダンス、ピルビスワーク、
メディアアート＋ジャグリングなど、多彩なパ
フォーマーによる上演と最先端表現技術が組
み合わされ、新しい世界観のメディアアートと
して披露されました。
MCのAYUMIとONIが登場していよいよイ

ベントがスタート。まずは、草月流 横井紅炎に
よる宇宙を表現した華やかで力強いライブ華

道の上演で幕を開けました。
続くプログラマーLukiとONIによるショー

ケースでは、メディアアートとのコラボレー
ションによりジャグリングの動きをアーティス
ティックに可視化。実力派歌姫 yully によるス
テージや、バレリーナANNA SATOとONIに
よる「Light from Collapse / 崩壊からの光」
と併せて、表現技術の可能性が感じられるパ
フォーマンスとなりました。
さらに今回新たな試みとして、酒谷薫氏（脳
科学者）、板村論子氏（医師／統合医療専門
家）ら専門家の監修による音浴（ソルフェイ
ジュ周波数）や映像とコラボした、ボディアナリ
スト立花みどりによるピルビスワークショップ
を実施。コロナ禍により社会・個人が閉塞的な
状況に追い込まれている現在において、音と

結びついた映像に没入することによる観客の

心身の癒しと開放を目指しました。

シテ方観世流の能楽師 中森貫太氏のパ

フォーマンスでは、能「羽衣」の舞と映像音響

がコラボレーション。舞台と能楽師が生み出す

空間を最先端表現技術による演出で異化し、

伝統的な能の世界観が持つ独特の広がりと

美しさをこれまでにない形で表現しました。

Tapアーティスト Lily＆Yuki（Freiheit）に

よるショーケースでは、絵の具をドリッピング

したステージでのタップダンスでアクションペ

インティングを表現。さらに、会場に展示され

た、AI技術を用いて床にインタラクティブなコ

ンテンツを投影する「タップトーク」のシステム

も実演しました。

完全オンラインの前夜祭で新たな未来の姿を可視化

11/16  TUE　　～未来の道を進む "A New Road"～

デザインフェスティバル2021 レポート
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11/17  WED　　第6回 自動運転カンファランス

デザインフェスティバルのDay1（2021年

11月17日）は、初めに当社代表取締役社長

の伊藤裕二による開会あいさつ。これを受

け、経済産業省製造産業局自動車課ITS・自

動走行推進室長の福永茂和氏による特別講

演「経済産業省における自動走行等の実現

に向けた取組」で「第6回 自動運転カンファ

ランス」はスタートしました。同氏はまず自

動車産業に大きな構造変革を迫る「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）」の概念と自動運転

の意義を整理。併せて、自動運転レベルの

定義、レベル3・4を中心とする商用車・自家

用車それぞれの社会実装の現状と今後、国

内外企業のレベル4に向けた技術開発と実

証実験について概説。自動運転サービスの

実現・普及に向けた技術開発、インフラ・制

度の整備および社会受容性向上といった課

題、そこでの産官学の連携した取り組みの必

要性へと言及。その上で、自動走行ビジネス

検討会（2015年設置）での前年度来の検討

体制、そこで取りまとめられた無人自動運転

サービスの実証実験実施者が留意すべき取

り組みの方向性やロードマップ、前年度中に

実施されたラストマイル自動走行や高速道

路におけるトラックの隊列走行の実証実験

について説明。今年度立ち上げた「自動運転

レベル4先進モビリティサービス研究開発・

社会実装プロジェクト（RoAD to the L4）」

で目指す未来に向けた4つのテーマと5年間

にわたる具体的な取り組み内容を紹介。さら

に、大阪・関西万博（2025年）に向けての期

待にも触れます。

続いて、「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」と題して総務

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の井出真司氏が特別講

演。初めに、ITS（高度道路交通システム）

の進化イメージ、ITS Connect（760MHz帯

利用の車車間・路車間通信による安全運転

支援システム）などITSにおける電波利用、

自動運転時代に必要となる通信事例、V2X

（Vehicle-to-Everything）およびコネク

テッドカーの実現イメージを概説。政府の

ITS推進体制、運転支援システムに関する総

務省の施策概要に触れた後、V2Xにおける

国際的な周波数状況や周波数再編に向けた

アクションプランを説明。その上で、同省施

策での技術的検討、SIPを通じた自動運転に

必要な通信要件の検討や狭域・中域情報の

収集・統合・配信に係る研究開発、V2Xの海

外展開、ITU-RにおけるITSに関する標準化

活動を紹介。さらに、移動通信システムの進

化、5G活用の自動運転サービスがもたらす

メリット、5G総合実証試験（トラック隊列走

行への5G応用）や課題解決型ローカル5G

等の実現に向けた開発実証（自動運転車両

の安全確保支援）など同省の5G推進施策

について動画を交えて解説。交通信号を活

用した5Gネットワークの構築、交通分野に

おけるデジタル社会の将来イメージ、「信号

5G」とAIが実現する未来社会、サイバー空間

とフィジカル空間が一体化するSociety5.0

の実現、そこでの同省の役割へと話を展開し

ました。

午前の部最後の特別講演は、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）推進室長の坂井康一氏による「自

動運転に関する国土交通省道路局の取組に

ついて」。「官民ITS構想・ロードマップ」（内

閣官房IT総合戦略室、2021年）の自動運転

サービスに関連する目標とその実現によりも

DAY 1
自動運転レベル3・4向け制度整備・技術開発が加速、新たな地平への期待
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たらされる可能性、その中での自動運転のア

プローチと出口戦略（物流／移動サービスと

オーナーカーそれぞれ）について概説。その

うち、限定地域（中山間地域の道の駅など拠

点）での自動運転サービスの短期・長期実

証実験（2017年度以降）やそれを踏まえた

社会実装（4拠点）にフォーカスし、それらの

内容や現状などを説明。また、実証実験を通

じ課題（自動運行補助施設の必要性など）

が確認されたのを受けた「自動運転に対応

した道路空間に関する検討会」の設置、そこ

での中間取りまとめ(案)のポイント、政府目

標の早期達成のための今後の方針などを解

説。道路法等の一部を改正する法律（2020

年）における自動運行補助施設のイメージや

関連する支援策にも言及。さらに、高速道路

の合流部での情報提供による自動運転の支

援（自動運転の実現を支援する道路側から

の情報提供の仕組み）についての共同研究

や実証実験に触れ、合流支援情報提供サー

ビスに関する東京臨海部実証実験（内閣府

SIP）での実験施設や内容、先読み情報提供

のイメージについて紹介しました。

午後の部は、古屋圭司衆議院議員（「自動

車文化を考える議員連盟」会長ほか）の来

賓あいさつで再開。自民党政調会長代行と

して自らその策定に携わった先の選挙公約

に触れ、その中で将来の自動運転に関連す

る項目を列挙。また岸田政権が取りまとめ中

の新たな経済対策でも「デジタル田園都市

国家構想」を定義づける中で、自動運転推進

の考え方が謳われている、と強調。一方、自

動運転が本格化してくる将来は世界的なEV

化などの流れとも重なり、自動車関連をはじ

めとする産業構造の変革、地方と都市の新

しい関係の形成などが進むはず、との見方を

提示。自動運転はそこでのキーテクノロジー

になる、と位置づけます。

続く午後最初の特別講演は、国土交通省

自動車局自動運転戦略室長の多田善隆氏に

よる「自動運転の実現に向けた取組につい

て」。自動運転の意義や自動運転のレベル分

け、自動運転技術の現状、自動運転レベル3

における課題、レベル3の自動運転が可能な

条件についてポイントを解説。その上で自動

運転に関する同省の重要な役割として基準

づくりにフォーカス。まず、自家用車向けに

はドライバーがいることを前提とした道路運

送車両法をシステムが運転することも想定
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し、1）保安基準の対象装置に「自動運行装

置」を追加、2）無線によるソフトウェアアッ

プデート等に係る許可制度創設、3）自動運

行装置の整備等の認可義務付け、4）OBD検

査導入のための技術情報の管理 ― の4項目

で改正（2019年）。これを受けて整備した自

動運行装置の保安基準に触れた後、自動運

転に関する今後の国際基準策定に向け国連

自動車基準調和世界フォーラム（WP29）な

どでも主導的に参画していく考えを提示。移

動サービス向けでは全国各地で実施されて

いる自動運転実証実験を挙げ、基準づくりの

ほか、状況に応じた基準緩和や「ラストマイ

ル自動運転車両システム」ガイドライン整備

などの支援策にも言及。一方、自動運転車の

関わる事故では原因究明が難しいことを想定

し、専門家らによる調査委員会を設置。併せ

て、衝突被害軽減ブレーキ等運転支援装置へ

の過信防止を促す啓発ビデオを公開するな

ど、国民に周知を図る取組も紹介しました。

同カンファランスの最後は、警察庁交通局

交通企画課自動運転企画室長の伊藤健一氏

が「自動運転の実現に向けた警察の取組に

ついて」と題して特別講演。日本の交通事故

発生状況、自動運転に期待されるメリット、

運転自動化のレベルなどについて要点を整

理。「官民ITS構想・ロードマップ」の政府目

標に即した道路交通法の見直しや移動サー

ビスへの対応、新たな官民ITS基本構想の

検討にも言及。その上で、日本の道路環境に

応じた自動運転の早期実用化を目指す警察

の取組へと展開。交通ルールの整備に関し

ては、レベル3自動運転の実用化に伴う道路

交通法改正（2019年）における道路運送車

両法に規定された自動運行装置の反映、自

動運行装置が使用条件外となる様々なケー

スを想定した交通ルールの運用、自動運行

装置の作動状態の記録・保存の義務付けと

いったポイントを解説。また実証実験環境の

整備では、「自動走行システムに関する公道

実証実験のためのガイドライン」（2016年策

定）、実験内容に応じた道路使用許可基準の

明確化や自動配送ロボット等向け実証実験

への準用、それらの手順について説明。さら

に、自動運転システムの実用化に向けSIPの

枠組みで取り組む研究開発（クラウド活用の

信号情報提供、GNSS活用の信号制御、交

通規制情報のデータ精度向上、東京臨海部

におけるネットワーク経由での信号情報提

供の実験環境構築）を概説。運転支援技術

の過信防止のための注意喚起などの広報啓

発にも触れます。

これらの講演を受けて午後の部前半のク

ロージングは、まず当社担当者が「DX時代

の自動運転・MaaSソリューション ～VRデ

ジタルツインプラットフォーム～」と題して

プレゼンテーション。初めに、自動運転やモ

ビリティ実験など向けに最近利用ニーズが

増しているUC-win/Roadのデータ連携オ

プションにフォーカス。UC-win/Roadを核

とするデータ処理の全体フローから、国交省

（PLATEAU）や自治体で広がる点群データ

などのオープンデータ化を活用したデジタル

ツイン環境創出と、それを用いたリアルタイ

ム連携の運転シミュレーション手順を動画

とともに説明。その後、DX時代のMaaS・自

動運転ソリューションとして、UC-win/Road

による事例、リアルタイム環境システム例、シ

ミュレータのラインナップ、最新の各種ユー

ザーによる導入事例、UC-win/Road Ver.15

の新機能、Shade3D Ver.22、スイート千鳥

エンジン、F8VPSなどを紹介しました。

最後に、開発部門の視点から「VRシミュ

レーション最新情報、プラットフォーム拡

張と開発ロードマップ」と題し、当社担当者

がプレゼンテーション。現行UC-win/Road

（Ver.15.0、15.1）の新機能としてC++プログ

ラミングインタフェース、4Dシミュレーショ

ン機能拡張、IFCファイル形式対応拡張、グ

ローバルモデルの読込み、複数コントロー

ラ対応、各種交通シミュレーション連携バー

ジョンアップ、車いすシミュレーションについ

て解説。併せて、UC-win/Roadの開発予定

としてCityGMLおよびSmartCityデータ対

応の拡張、OpenDrive道路データの入出力、

Pythonプログラミングインタフェース、汎

用接続インタフェースを挙げ、その一端を概

説。さらに、F8VPSの活用事例や各種機能、

VR-Next glTF Viewer 2.0の機能に言及。

FORUM8プラットフォームの概念やアプリ

ケーション開発プラットフォーム、それらを通

じたソリューション全体像の構想にも触れま

した。
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EXCELLENCE AWARD 優秀賞

交通シミュレーション解析による土砂運搬計画
前田建設工業株式会社

建設現場における土砂運搬時の最適な配車計画を策定するため、運搬土量と
交通量調査に基づいたダンプトラックの運行シミュレーションを実施。実際
の走行道路と交通状況をVR上に再現し、積込やタイヤ洗浄なども考慮した運
行サイクルを4Dシミュレーションを用いて検証、事前協議や施工計画、安全
対策に効果を発揮した。

Day1午後の部後半は、UC-win/Road
で作成したVRデータ作品を競う「第20回 
3D・VRシミュレーションコンテスト・オン・
クラウド」の各賞発表と表彰式が行われま
した。これに先駆け10月15日までに応募の
あった多数の作品の中から10月26日の予
選選考会で13作品をノミネート。11月5日
～14日にわたり、それら作品を対象にVR-
Cloud®を用いた一般投票を実施。その結果
も加味する形で11月16日、審査委員長の関
文夫・日本大学理工学部土木工学科教授、
審査員の傘木宏夫・NPO地域づくり工房代
表および原口哲之理・名古屋大学未来社会
創造機構客員教授の3氏から成る本審査会
（フォーラムエイト東京本社）にて各賞が決
定しています。
その結果、グランプリ（最優秀賞）を受
賞したのは国家災害防救科技センター（台
湾）の「VRによる災害シーン作成及び洪水
シミュレーションの解析データ表示」。これ
は、既存の災害情報サイトの洪水演習プラッ
トフォームにVRを導入。洪水シミュレーショ
ンを可視化し、防災訓練の効果向上を図る
もの。災害シミュレーションの例はこれまで
も数ある中で、新たに生成した3D地形モデ

ルに現地の情報や浸水解析データなどを連
携。起こり得る過程を緻密に再現しており、
住民にダイレクトに届く説得力がある（関
氏）と評価されました。
準グランプリ（優秀賞）は今回、2作品が

受賞。その一つは、前田建設工業株式会社
の「交通シミュレーション解析による土砂運
搬計画」。建設現場での最適な配車計画を
策定するため、実際の走行道路と交通状況
をVR上に再現。運搬土量やその積込、タイ
ヤ洗浄なども考慮した運行サイクルを4Dシ
ミュレーションで検証する仕組みを構築。
VRの使い方の一つの指針になるのでは（原
口氏）と位置づけられました。
もう一つは、中日本高速道路株式会社に
よる「高速道路梯団除雪訓練センター」。除
雪車両オペレータの育成を目的に訓練シミュ
レータを開発。実車両に近い感覚で訓練で
きるよう、高速道路環境の再現を重視し、走
行位置の正確性や車間距離などの診断が可
能。複数台で行う梯団除雪訓練用に3台のシ
ミュレータ連携にも対応。高速道路上の雪
も丁寧に再現し、難しいとされる技術継承に
有効な訓練ツールとなるのでは（傘木氏）と
評されました。

20回の節目にVRの多彩な活用例が勢ぞろい、今後の可能性にも期待

第20回 3D・VRシミュレーションコンテスト・オン・クラウド 表彰式 DAY 13D3D V
R

V
R

20th20th

防災訓練の効果を高めるため、既有の災害情報サイトの洪水演習プラットフォームにVRを導入し洪水シミュ
レーションを可視化。台湾の 濃渓や清水渓、寶來渓などの3D地形モデルと本センターで開発した洪水警報
システムを基に河川氾濫の被害をシミュレーション。360度動画とVR-CloudによりVRデータを公開。

VRによる災害シーン作成及び洪水シミュレーションの解析データ表示
国家災害防救科技センター

GRAND PRIX グランプリ
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分合流が複雑で交通事故が多発していた阪神高速1号環状線に対し、リニューアル
工事にて一新する道路案内や分合流形状を現況再現と共にVR化。湊町JCTから中
之島JCTまでを対象に、案内標識等の表示改善や分合流がスムーズになる区画線
改良、カラー舗装などの変更点や注意情報を、利用者に向け周知する広報資料と
して活用する。

にかほ市への来訪意欲創出を目的に作成。同市は、北前船の文化財が数多く残っ
ており、日本遺産に認定されている。江戸～明治時代頃に航行していた、にかほ
市沖の北前船の様子を再現。鳥海山を望む視点でのVR航行体験も可能。今後、
F8VPSによる来訪前の体験VR、鳥海山の過去の山体崩壊を体験可能なARを展
開予定。

阪神高速1号環状線安全対策周知VR
阪神高速道路株式会社

にかほ市北前船再現VRシミュレーション
秋田県にかほ市 / 株式会社テクノス秋田

HONORABLE JUDGE AWARD
デザイン賞 日本大学 理工学部 土木工学科 教授　関文夫氏

地域づくり賞 NPO 地域づくり工房 代表　傘木宏夫氏

このシステムは、バスの運転状況をシミュレーションし、バス運転手の視角と車外か
らの俯瞰的な視角を比較することで、バス（大型車）の運転手と他の車両・通行人と
の視野の違いを体験者に実体験で理解させる。さらに、大型車の死角や内輪差を認
識することで、実地の危険箇所への接近が避けられ、交通事故の減少につながる。

四国初となるリアルとバーチャルのハイブリッド展示会。F8VPSを利用したバー
チャル会場では、資料閲覧やプロモーション動画の再生、商品の鑑賞などが可
能。出展社によるセミナーコーナーや、抽選、アンケートも盛り込み、2日間で延べ
1000人以上の方がアクセスするなど、販売促進に役立てられた。

交通安全宣伝用-バス運転シミュレーションシステム
台北市政府交通局

四国初！ニューノーマルな時代へ　「アカマツハイブリッド展示会」
アカマツ株式会社

IDEA AWARD アイデア賞 ESSENCE AWARD エッセンス賞

審査員特別賞

インフラDX推進の一環として南北3kmにおよぶ国総研の敷地全体をVR化。多
数ある施設の外観や試験走路を再現し、広報に活用しているほか、大型4KVR立
体視DSも導入し、部門間での研究のプラットフォームとしての利用を目指してい
る。VRはF8VPSで公開され、敷地のバーチャルツアーや実験の動画を見ること
ができる。

インフラDX研究の最先端
～バーチャル国総研と４KVRシミュレータ～
国土交通省 国土技術政策総合研究所

Traffic simulation 賞
名古屋大学 未来社会創造機構 客員教授　原口 哲之理氏

EXCELLENCE AWARD 優秀賞

高速道路梯団除雪訓練シミュレータ
中日本高速道路株式会社

除雪車両オペレータ育成を目的とした訓練シミュレータを開発した。実
車両に近い感覚での訓練を行うため、高速道路の道路環境を再現し、
走行位置の正確性や車間距離など必要な診断を行うことができる。複
数台で行う梯団除雪訓練として3台のシミュレータが連携するが、他車
両を自動制御とすることで最低1人での訓練も可能。
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フォーラムエイト パブリッシングでは、今

回のデザインフェスティバル開催に合わせて

2書籍を刊行しています。そこでDay1の最後

は、それぞれの執筆者・監修者による講演を

構成しました。

最初は、「フォーラムエイトが広げるBIM/

CIMワールド 増補改訂版」の監修者で建設

ITジャーナリストの家入龍太氏による同書の

紹介。CIMの実践書として2016年に発行さ

れた書籍をリニューアルし、i-Construction

やVRプラットフォーム、DXなどの新項目を

加えた建設ICT指南書に

ついて、同氏はフォーラム

エイトがソフト、ハード、

人脈を軸にBIM/CIMの世

界を広げてきたとし、デジ

タルツイン、スイート建設

会計、ガントチャートに紐

付けたBIM、浸水シミュ

レーション、コロナ禍によ

る現場のテレワーク、DX

（デジタルトランスフォー

メーション）など本書の新

たな内容に触れます。そし

て今後はDXを意識し、デジタルツインとして

まずバーチャルを作ってから実物を作るため

関係者が移動せずコラボレーションできると

いったBIM/CIMワールドがますます広がるの

では、と期待を示します。

次いで、「Shade3D公式ガイドブック 

2022 for ビギナーズ」の著者、フォーラムエ

イトShade3D開発グループの担当者が同書

を紹介。2020年発売の「Shade3D公式ガイ

ドブック2020」が初級・中級ユーザを対象と

したテクニックの解説中心だったのに対し、

本書は初心者向けの入門書として構成。形

状を作成しながら操作を学べるチュートリア

ルや、操作の説明とともにインターフェイスを

説明するコンテンツを掲載。Shade3Dで使

用するテクニックや機能についても、フォー

ラムエイトのナレッジベースから50項目を厳

選。どの機能をどんなときに利用できるかが

分かり、基本がしっかり身につく。1～5章は

テクニック集の解説、6章はチュートリアル、7

章はShade3Dのユーザ事例を掲載。最後に

Day2の「Shade3Dの最新機能とBIM/CIM

への取り組み」と題する特別講演を案内しま

した。

BIM/CIMワールドの解説書およびShade3D公式ガイドブックのリニューアル

出版書籍講演DAY 1

NOMINATION AWARD ノミネート賞

高地山岳高速道路の交通安全VR
シミュレーション
中国交通運輸部公路科学研究院

好みのタイプの自律走行に関する研究用VRシミュレーション
ソウル市立大学校

新設交通信号機視認性VRシミュレーション
株式会社新日本コンサルタント

乳川小水力発電所計画
ソーラーカナモリ株式会社

測量VRトレーニング
シミュレーション
株式会社ティーネットジャパン

小学校前の横断歩道橋について、
老朽化に伴う対応が求められてい
る。歩道橋撤去の代替として歩行者
用信号機の設置が検討された。本
データでは、隣接する信号機との視
認性について運転者目線でのシミュ
レーションを行っている。

自律走行アルゴリズム開発の参考に
するため、自律走行車のドライバー
が好む運転パターンを見つけるため
の研究を行った。同じルートで運転
パターンが異なる4つの自律走行シ
ナリオを作成し、被験者に最も良い
シナリオを答えてもらった。

高山地域の高速道路プロジェクトのVRデータ。トンネ
ル内の出入口もあるなど特殊な構造のため、VRで走
行環境の安全検証を行った。舗装の色や標識の誘導
性、安全施設の改善についても検証している。

TSなどの機材を使用した測量作業のトレーニングを
行うためのVRシミュレーション。シナリオ機能を使用
し、据え付けから計測までの一連の流れや機材の操作
手順などを習得できるコンテンツを制作した。

本VRは北アルプスの麓、国営あづみの公園の上流部
における小水力発電計画での漁協への説明会用とし
て作成した。DNA調査や文献調査を組み合わせた可
視化を試み動画で説明した。
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デザインフェスティバルのDay2（2021年

11月18日）は、当社代表取締役社長の伊藤

裕二による開会あいさつを受け、「Shade3D

の最新機能とBIM/CIMへの取り組み」と題

し当社担当者がプレゼンテーション。統合型

3DCG制作ソフト「Shade3D」の概要に触

れた後、現行のVer.22のレンダリング（GPU

レイトレーシング、AIノイズ除去）、図面（図

面表示モード、陰線表示モード、図面の画像

の保存・印刷）、モデリング（スイープ曲面、

自由曲面の「端を閉じる」）、ファイル入出力

（DXF入力強化、FBX2020のインポート対

応）―などの新機能をデモを交えて解説。

また、「Shade3D BIM/CIM設計照査ツー

ル Ver.22」のIFCインポート、IFCエクスポー

ト、IFC属性情報表示、IFC属性情報編集、

BIM/CIM設計照査ツール ― などの新機能、

「Shade3DブロックUIプログラミングツー

ル Ver.22」のサンプル教材追加にも言及。さ

らに「Shade3D公式ガイドブック2022 for 

ビギナーズ」の出版、今後の各製品の開発計

画へと話を展開。併せて、Shade3Dのデー

タ活用も可能な国産クロスプラットフォーム

3Dゲームエンジン「スイート千鳥エンジン」

の特徴や新機能について紹介しました。

続く午前の部後半は、「第9回 学生クラウ

ドプログラミングワールドカップ（CPWC）」

および「第11回 学生BIM & VRデザインコン

テスト オンクラウド（VDWC）」の公開最終

審査を実施。これらはその後、複数セッショ

ンを経て午後の部後半の結果発表および表

彰式に引き継がれています。

BIM/CIMおよびVR技術分野の多様な発想、それを支えるツールの機能開発

11/18  THU　第22回 UC-win/Road協議会 DAY 2

Day2午後の部前半は、「スペシャルセッ

ション」として大宮アルディージャVENTUS

総監督（十文字学園女子大学副学長）の佐々

木則夫氏（肩書は講演当時）が「目標達成へ

のプロセス ～チームワークとコミュニケー

ション～」と題し特別講演。まず、氏が監督

を務めたサッカー日本女子代表チーム「な

でしこジャパン」の2011年FIFA女子W杯で

の優勝シーンをビデオで紹介後、それを含め

た世界3大会での決勝進出の要因を検証。

2008年北京五輪を機に2011年W杯優勝を

目標にすえ、体格が最小だった日本選手が

「世界のなでしこになる」ために掲げた＜な

でしこビジョン＞を紹介。ひたむき・芯が強

い・明るい・礼儀正しい、という「なでしこら

しさ」が目配り気配りにもつながったとし、ま

たチームの統一目標、戦術戦略の徹底、女性

の特徴を活かす、集団的知性、スタッフとの

連携とプレーヤーズファーストといった要因

を分析。その上で、リーダーの要素について

1.リーダー（掌握力）、2.マネージメント（計

画、企画力）、3.サッカー（専門性、観察力）

をキーワードに整理。また、人事権をもつ監

督の心得として1.責任2.情熱3.誠実さ 4.忍

耐5.論理的分析志向6.適応能力7.勇気8.知

識9.謙虚10.パーソナリティ11.コミュニケー

ション（説明スキルと問答）の各項目を自己

チェックするという。現在は日本女子プロ

サッカーリーグ（WEリーグ）設立に尽力し、

世界一を目指すと表明。続く当社社長・伊藤

との対談では、会社組織でのリーダーの振

る舞い方についても助言しました。

スペシャルセッション

2011年FIFA女子W杯優勝へのプロセス、リーダーとしての心得の考察

DAY 2

デザインフェスティバル2021 レポート



News & Events26 Up&Coming136号

多様な専門分野に及ぶ各国研究者が先進的なVR技術活用を提案

            第14回 国際VRシンポジウム

Day2午後の部前半の最後は、「第14回 国

際VRシンポジウム」。オンラインで進行役

を務める「World16」代表・小林佳弘氏（ア

リゾナ州立大学／FORUM8 AZ代表）がま

ず、世界各国の建築や土木、都市計画などの

分野でVRを駆使する大学研究者が参加して

スタートしたWorld16プロジェクトの概要や

使命を概説。その一環として毎年開かれるサ

マー・ワークショップと国際VRシンポジウム

を通じスキルを蓄積してきた経緯を振り返り

つつ、今回は新型コロナ禍への対応として前

年に続き同ワークショップをオンラインで実

施、その中から今回シンポジウムにおける10

プロジェクトの発表に繋がっていることを紹

介しました。

続いて、World16メンバーがやはりオンラ

インにより、それぞれ今回取り組んだプロ

ジェクトの研究成果を発表しました。

その皮切りは、トーマス・タッカー氏（バー

ジニア工科大学）による「SCENT（匂い）

+VR」。VR空間と同じオブジェクトを3Dプ

リント等で作成し、VR上のモデルの属性編

集や匂い、表面テクスチャなどをリアルタイ

ムに発生させ、実空間とシームレスに操作す

ることを考案。一例として、恐竜の骨を基に

その成長過程をモデル化するプロジェクト

を紹介しました。

続いて、チェ・ドンス氏（バージニア工科大

学）は、「UC-win/Roadでの点群を用いた体

積・表面計算」として、遺跡調査プロジェク

トで点群データを収集解析し、距離、面積、

体積などを計測するツールの開発を提案。

遺跡の建物を再現し、UC-win/Roadの4Dシ

ミュレーション機能と連携する、その具体的

な手順について動画を交え説明しました。

また、楢原太郎氏（ニュージャージー工科

大学）は、「位置情報つき『いいね』のすす

め」と題し、都市や建物に対して複数ユー

ザーが位置情報と結び付けて「いいね」を

登録し、そのヒートマップを地図上に表示。

F8VPSとも連携するAI研究用学習データ収

集ツールについて発表。主観的評価（建物に

付けられた「いいね」の量）を定量化/数値

化しました。

四番目の発表は、マルコス・ノバク氏（カリ

フォルニア大学）による「メディア・フィール

ド・ナビゲーションとVR-NEXT」。マルチメ

ディア芸術研究にVR-NEXTを活用し、複数

PCやプロジェクタ、音響などのシステムをリ

アルタイム連携できるメディアサーバの開発

を提案。AIと機械学習を利用する、目に見え

る部分と隠れた部分の表現方法にも言及し

ます。

次いで、マーク・オーレル・シナーベル氏

（ヴィクトリア大学）は「EVES」と題し、アイ

トラッキングを活用し、VR空間内にオブジェ

クトを作成・編集するなど、視線コントロー

DAY 2

今回で7回目を迎える「最先端表技協・最

新テクノロジーアートセッション」。冒頭では

まず、最先端表現技術利用推進協会（表技

協）会長の長谷川章氏による挨拶とフォー

ラムエイト協賛デジタル掛け軸プロジェクト

「DKFORUM8」など、表技協の活動を紹

介。続いて、第5回となる羽倉賞の少々式が

開催されました。今回も数多くの作品応募が

あり、10月に実施された審査の結果、羽倉賞

1作品／企業賞（フォーラムエイト国土強靭

化賞）1作品／優秀賞2作品および奨励賞4作

品の、合計8作品が選出されています。

応募作品は映像を中心として、サウンドを

扱った作品も昨年に続き登場。さらに今年は

味覚を用いたユニークなシステムも紹介され、

表現技術の可能性の広がりが示されました。

企業賞を受賞したNHK放送技術研究所 

空間表現メディア研究部の「Before/After 

VR」は、VRゴーグル用とタブレット用2種

類のアプリにより、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

ら視聴できる技術。災害直後の映像と復興

中の映像を比較することで、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できることから、

「フォーラムエイト国土強靭化賞」として表

彰されました。

羽倉賞に輝いた国立研究開発法人 理化学

研究所 革新知能統合研究センター音楽情報

知能チームの「Sound Scope Phone」は、

スマートフォンにインストールされたアプリを

起動して再生すると、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種の楽器音が出現するもの。カメ

ラによる画像のAI処理とデバイスの加速度・

ジャイロセンサの情報を統合することで検

出されるの実空間上での頭部方向に合わせ

て3次元空間音響を構成し提示することで、

あたかも周囲を演奏者に取り囲まれたかの

ような音楽体験を実現します。

また、今回優秀賞となった「デジタルカメ

ン」の公立はこだて未来大学 平田 竹川研究

室は、顔の表情をアバターとしてリアルタイ

ムに反映し表示するデジタル仮面を実際に

装着して壇上に上がり、表彰式を盛り上げま

した。

  第7回 最先端表技協・最新テクノロジーアートセッション

映像、音響、味覚など様々な最先端表現技術に注目

受賞作品詳細は、P.127-129「表技協活動レポート」に掲載しています。

DAY 2
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SCENT＋VR

バージニア工科大学　Thomas Tucker 氏

Volumetric & Surface Calculation Using 
Point Cloud in UC-win/Road 

バージニア工科大学　Dongsoo Choi 氏

VR Online Platform Towards More 
Realistic Online Meeting
大阪大学大学院　福田 知弘 氏

VR空間と同じオブジェクトを3Dプリント
等で作成し、VR上のモデルの属性編集や匂
いをリアルタイムに発生させるなど、実空間
とシームレスに操作。

遺跡調査プロジェクトで点群データを収集
解析し、距離、面積、体積などを計測するツー
ルの開発を提案。UC-win/Roadの4Dシミュ
レーション機能とも連携。

点群データを活用し、空間のリアルタイム
共有を図る取り組み。F8VPSと連携し、VR空
間にダイレクトにスケッチしたりオブジェクト
を作成する機能を開発。

ルだけで複雑なデザインを実現できるイン

ターフェイスを提案。人々が市街地でどの建

物のどの部分をどれくらい見ているかを表す

ヒートマップなどについて説明しました。

また、唯一会場にて登壇した福田知弘氏

（大阪大学大学院）の発表は「よりリアル

な出会いを実現するVRオンラインプラット

フォーム」。空間のリアルタイム共有を図る

ため、点群データを活用。F8VPSと連携し、

VR空間にダイレクトにスケッチしたり、オブ

ジェクトを作成する機能を開発。リモート授

業などのオンライン活動を発展させる研究

にも触れます。

七番目は、コスタス・テルジディス氏（同

済大学設計創意学院）による「キッズ・エイ

ド」。小学生へのプログラミング学習とAI技

術を通したものづくり教育について提案。

UC-win/Road内で簡単なスクリプト言語に

よりミニゲーム迷路のランダム生成が可能と

し、子どもたちにとって魅力的な教育ツール

になるのではとの観点から解説しました。

続いて、パウロ・フィアマ氏（ピサ大学）は

「地下のモデル化」と題し、建設工学への

BIM利用にフォーカス。パイプなどの地下設

備に対して、図面やデータベースに加え、VR

の簡易作成・更新とそれを活用した可視化に

より管理するシステムを紹介。交差点地下で

複数のパイプラインが接続する「スマートシ

ティのモデル化」の一端を例示しました。

さらに、アマール・ベナージ氏（ロバート

ゴードン大学）は「複合現実を利用する建

物改修」を発表。UC-win/Roadの4Dシミュ

レーション機能を活用し、住宅の省エネル

ギー化に向けた施工プロセスの可視化に着

目。大学教育でも利用できる学習ツールの

開発に取り組む中、既存住宅のヒートロスを

可視化し改修したシミュレーション例を紹介

しました。

最後の発表は、レベカ・バイタル氏（シェ

ンカル工科デザイン大学）の「UC-win /

Roadへの道路照明ツールの統合」。照明

シミュレーションのためのIESファイルイン

ポート機能を提案するとともに、室外ライト

の種類による夜間照明の変化をインタラク

ティブに検証。道路に落ちる影の問題を見つ

けて改善に繋げるなど、計画提案への活用

可能性を示しました。

アイトラッキングを活用し、VR空間内にオ
ブジェクトを作成・編集するなど、視線コント
ロールだけで複雑なデザインを実現できるイ
ンターフェイスを提案。

EVES

ヴィクトリア大学　Marc Aurel Sclnabel 氏

Thumbs Up Rating System for City-
scale VR Models

ニュージャージー工科大学　楢原 太郎 氏

AI研究用学習データ収集ツール。都市や建
物について複数ユーザが位置情報と連携して
「いいね」を登録し、そのヒートマップを地図
上に表示。F8VPSとも連携。

マルチメディア芸術研究にVR-NEXTを活用
し、複数のPC、プロジェクタ、音響などのシス
テムをリアルタイム連携できるメディアサーバ
の開発を提案。

Media Field Navigation and VR-NEXT

カリフォルニア大学　Marcos Novak 氏

小学生へのプログラミング学習とAI技術を
通してものづくり教育を提案。UC-win/Road
内で簡単なスクリプト言語によりでミニゲー
ム迷路をランダム生成できる。

Kids AID

同済大学設計創意学院　Kostas Terzidis 氏
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「第9回 学生クラウドプログラミングワー

ルドカップ（CPWC）」は、Day2午前の部後

半に公開最終審査が、午後の部後半にパト

リック・ハーラン氏もプレゼンターとして加

わり、その結果発表と表彰式が行われまし

た。CPWCは、開発キットによるクラウドア

プリのプログラミング技術を競うもので、4

月2日～6月30日にアジアを中心とする国内

外から多数がエントリー。予選選考会（7月

6日）を通過したチームが応募（9月25日～

10月2日）した作品の中から審査（10月8日

～14日）を経て8作品をノミネート（10月15

日）。Day2（11月18日）午前の部後半に各

チームが1分間のプレゼンテーションを行

い、それに基づいて審査委員長の福田知弘・

大阪大学大学院工学研究科准教授、審査員

の佐藤誠・東京工業大学名誉教授、楢原太

郎・ニュージャージー工科大学建築デザイン

学部准教授およびペンクレアシュ・ヨアン・

フォーラムエイト執行役員開発シニアマネー

ジャの4氏による公開最終審査が実施されて

います。

その結果、ワールドカップ賞はSC-Team

（上海大学：中国）による「Driver Emotion 

and Abnormal Behavior Detection and 

Warning System」。これは、走行中のドラ

イバーの感情や異常行動を検出し、モバイル

Web端末やUC-win/Roadにリアルタイムに

フィードバック。ドライバーの良好な運転状

態を維持するため、適宜警告を発したり、気

分を和らげたりするプラグイン。ドライバーに

とって感情をコントロールすることは非常に

重要。ディープラーニングやカメラを使い表

情を読み取るなど総合的なアプローチをし

ていて、システムの開発がパーフェクトだった

（福田氏）と評価されました。

審査員特別賞（福田氏選考）はTRANSer

（北京航空航天大学：中国）の「Design 

of Interactive Simulation System for 

Autopilot Vehicle and Pedestrian」が、審

査員特別賞（佐藤氏選考）はSMTH_2021

（清華大学：中国）の「Study on the chara- 

cteristic laws of urban road traffic flow 

under rainstorm and waterlogging」が、

審査員特別賞（楢原氏選考）はHAVI（国

民大学校：韓国）の「DeepPAVE: Deep 

learning-based Personalized Auto-

nomous VehiclE」が、審査員特別賞（ヨア

ン氏選考）はHighways（上海大学：中国）の

「Fatigue Driving Assistance Monitoring 

System」がそれぞれ受賞しています。

自動運転など交通関連をはじめ時代のニーズ反映した多彩なプロジェクト

第9回 学生クラウドプログラミングワールドカップ公開プレゼン・表彰式 DAY 2

Augmented reality in Buildings Energy 
Improvement
ロバートゴードン大学　Amar Bennadji 氏

UC-win/Roadの4Dシミュレーション機能
を活用し、住宅の省エネルギー化のための施
工プロセスを可視化。大学教育でも利用でき
るような学習ツール開発に取り組む。

BIM利用による建設工学を研究。パイプな
どの地下設備について、図面やデータベース
に加えて、VRを簡易作成・更新し、可視化によ
り管理するシステム。

To model deep

ピサ大学　Paolo Fiamma 氏

Integrating Street/Road Lighting tools 
into UC-win/Road
シェンカル工科デザイン大学　Rebeka Vital 氏

照明シミュレーションのためのIESファイ
ルインポート機能を提案。室外ライトの種類
による夜間照明の変化をインタラクティブに
検証し、計画提案に活用できる。

World16各メンバーによる発表を受け、

フォーラムエイト執行役員開発シニアマネー

ジャのペンクレアシュ・ヨアンがメンバーに

よる各種VR活用提案に謝意を述べた後、今

後の製品開発に繋げていく上で、それら知

見の共有の重要性を指摘。また、VR-NEXT

など自社技術の開発方向にも触れつつ、

World16の取り組みに有用なコンセプトや

プラットフォームの提供などを通じ、今後も

メンバーとの連携強化を図っていきたい考え

に言及します。

最後に、小林佳弘氏がWorld16の活動に興

味のある方々からのコンタクトにも期待を述

べ、国際VRシンポジウムは閉幕しました。
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World Cup Award

Environmental Design and IT Award 福田 知弘 氏

ドライバーの感情や異常行動をリアルタイムに検出し、その
結果をモバイルWeb端末やUC-win/Roadにリアルタイム
にフィードバックするプラグインを開発しました。このプラ
グインは、ドライバーの怒りや悲しみなどの極端な感情を
検出した場合に、警告メッセージを表示して落ち着くように
促したり、モバイルウェブ上で癒し系の音楽を再生してドラ
イバーの気分を和らげたりします。また、通常と異なる行動
を検知すると、赤色の警告表示と携帯電話の音声による警
告を行います。これによりドライバーの良好な運転習慣を
維持し、交通事故の発生を減らすことができます。

UC-win/Road 15.0をベースに、歩行者シミュレータ、インテリジェントブレスレット、eHMI早期警告システムを開発
しました。歩行者シミュレータは3つの部分から構成されています。歩行者モーションキャプチャモジュールは、MCU
プログラムを書くためにkeliを使用し、MCUモジュールを3Dプリントされたシェルに設置します。情報送信モジュー
ルは、UDP送信ツールとpythonスクリプトで実現しています。eHMI早期警報システムは3ds Maxでモデル化され、
その具体的な機能はUC-win/Road 15.0 SDKで書かれたプラグインに基づいて実現されています。

「Driver Emotion and Abnormal Behavior Detection and Warning System」
上海大学（中国）　チーム名：SC-Team

「Design of Interactive Simulation System for Autopilot Vehicle and Pedestrian」
北京航空航天大学（中国）　チーム名：TRANSer

審査員特別賞

グランプリ

Best Optimization Award 佐藤 誠 氏

Excellence in Creativity Award 楢原 太郎 氏

Innovation Award　ペンクレアシュ・ヨアン

Nomination Award

典型的な悪天候の一種である豪雨は、都市交通システムの混雑や生産性の低下をもたらし、都市にとって深刻な問
題となっています。本研究では、降雨と湛水が都市の道路区間の交通流に及ぼす影響を、走行実験やシミュレーショ
ンなどの手法を組み合わせて、徹底的かつ定量的に検討することを目的としています。本研究で得られた結果は、降
雨と湛水が交通流に与える影響をより深く理解するのに役立ちます。

本プロジェクトでは、UC-win/Roadを用いて個人の運転データを取得し、それを深層学習モデルで学習することで、
パーソナライズされた自律走行モデルを作成し、それを介して自律走行を行うシステムを提案しています。また、既存
のUC-win/Road交通車両とは異なり、本システムを通じて人間らしい運転が可能な交通車両を作成します。

疲労運転とは、長時間の連続運転により、ドライバーの身体的・心理的機能が低下し、運転技術が客観的に見て低下
する現象を指します。疲労運転の危険な影響の対策として、UC-Win/Roadを使用して様々な疲労運転シナリオをシ
ミュレートし、速度や走行時間などの車両データをリアルタイムでクライアントに送信することで、疲労運転の危険
性がある場合に適切な休息を取るように促して、疲労運転が原因となる交通事故を減少させることができます。

「Study on the characteristic laws of urban road traffi c fl ow under rainstorm
and waterlogging」
清華大学（中国）　チーム名：SMTH_2021

「DeepPAVE: Deep learning-based Personalized Autonomous VehiclE」
国民大学校（韓国） チーム名：HAVI

「Fatigue Driving Assistance Monitoring System」
上海大学（中国）　チーム名：Highways

「Development of Traffi c Accident Scenarios Database for Autonomous Driving Accidents」
公立諏訪東京理科大学（日本）　チーム名：Let's go go DS!!!

「Travel path fi nding algorithm minimizing COVID-19 infection risk」
同済大学（中国）　チーム名：TJTX

ノミネート賞

「Solving Tourism Data Challenge with TeleTrip」
ハノイ工科大学（ベトナム）　チーム名：TeleTrip

RESULTS

One of the main causes of t accidents is abnormal driving behavior:
1. driver's low awareness of safety and bad driving habits.
2. driver's mental laxity and sluggish opera are caused by driving

for a long .

Team: HAVI
The project proposes a system that uses UC-win/Road to obtain individual driving data and use it to train a deep learning model in order to 
create a personalized autonomous driving model. 

Deep Learning Configuration

Data Genera

K7 Simulat

The new driving models reduce the frustra or anxiety of drivers that can 
come from mechanical autonomous driving. 

Unlike the exis
UC-win/Road tra c 
simula the 
system generates 
human-like driving 
vehicles.

Deep Learning

Results

Endless Road Situation:

Driving with ADAS:

Aggressive Model Defensive Model

Overview

Overview Simulated Driving Scenarios (UC-win/Road)
Fa gue driving refers to the phenomenon that the driver's physiological and
psychological fun ons become dysfunc onal a er a long period of con s
driving, and the driving skills objec vely decline. To counter the possible dangerous
e ects of fa gue driving, this solu n use UC-WinRoad so ware to simulate various
fa gue driving scenarios and transmit vehicle data such as speed and driving me to
the client in real me to remind drivers to take proper rest when there is a risk of
fa driving,thus reducing tra accidents caused by fa driving.

When mildly fa gued, un mely and
inaccurate gear shi can occur.

Mild fa
In moderate fa gue, the opera ng
ac on is sluggish and some mes even
forgets to operate.

rat fa

In severe fa gue, subconscious opera on or short periods
of sleep o en occur, and the ability to control the vehicle
is lost in severe cases.

S v r fa

System Architecture

1.Start from city

3.Model 
analysis
scenarios

2.Driving 
state

4.Rest in service 
area

2 D

aarea

Project Architecture

st p2:Co nicat v hicl data to
java pr ram by sock t

st p3: t th v icl data to t
pr ict mod l

st p1:Th car in thr di r nt
t rrain and di r nt w ath r

st p5:Show all th v icl data and th
pr dict d drivin stat to th scr n

st p6:Th pr dict d drivin stat s will
show on th scr n

2:C
va pr

Co nic
ram b

La D t c

Demo

Logging
in to the 
system

Vehicle 
parameters

Fa gue 
Driving
Level

Fa gued
driving

Fa gue driving
status

Speed
and

distance 
to the car 

in front

Future Tasks and Ideas

A
B
C
D

Good drivin cond n.
Yo ar in sli htly tri drivin stat ,t rn on
th sic and r lax.

Yo ar in a mo rat ly fa rivin cond n,pl as
tak a prop r r st.

Yo ar in a stat of s v r rivin fa ,pl as
stop and r st!

1. Use smarter pr algorithms to collect driver and vehicle data for accurate pr
2. Gives voice prompts and automa cally plays favorite music when you are red
3. Hints on the loca of the nearest rest area and how long it takes to get there
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第11回 学生BIM＆VRデザインコンテスト オン クラウド 公開プレゼン・表彰式

「第11回 学生BIM & VRデザインコンテ

スト オンクラウド（VDWC）」はCPWCに続

き、Day2午前の部後半に公開最終審査が、

午後の部後半にその結果発表と表彰式が行

われました。VDWCは、先進の建築・土木デ

ザインをクラウドで競うもので、今回は「プー

ケット・スマート・リゾートに挑戦！」を課題

に設定。CPWCと同じく4月2日～6月30日に

国内外から多数がエントリー。7月6日の予

選選考会を通過したチームが9月25日～10

月2日に応募した作品の中から審査（10月8

日～14日）を経て、10月15日に7作品をノミ

ネート。Day2午前の部後半に各チームが1分

間プレゼンテーションをした後、ローカルア

ドバイザーのワライポン・ナカパン・バンコ

ク Parabolab創設者の協力の下、審査委員

長の池田靖史・慶應義塾大学大学院政策・

メディア研究科教授、審査員のコスタス・テ

ルジディス・同済大学設計創意学院教授、皆

川勝・東京都市大学名誉教授およびC・デイ

ビッド・ツェン・台湾国立交通大学教授の4

氏による公開最終審査が行われました。

その結果、ワールドカップ賞に輝いたのは

Burbur Chacha（国立高雄大学：台湾）の

「Bubble Stream」。これは、プーケットが

抱える様々な問題の分析を基に、AI技術と

革新的なバブルシステムで住民の生活と融

合する、次世代感覚のビーチリゾート都市

を実現しようというもの。優れた作品がひし

めく中で、新型コロナ禍後のニーズを見据え

た、バブルシステムにより観光客の安心を確

保しようという発想に注目。この新しい状況

をマイナスに捉えるのではなくポジティブに

考えようという態度が好感された（池田氏）

と評します。

準グランプリ（優秀賞）は2作品。一つ

は、NERVLAND（国立高雄大学：台湾）の

「NEVERLAND」。ニューラルネットワーク

の概念に基づく情報システムにより構成。効

率的かつ豊かな旅行体験を得られるべく観

光客の好みに合わせてスマートロボットを配

置し、観光客の脳内情報を読み取ってパーソ

ナライズされた視覚体験を提供するもの。も

う一つは、Greenhorns（フモウビ工科大学：

ミャンマー）の「Pearl Smart Resort」。ゼロ

エミッションやリサイクル、自然保護など健

康的かつ環境資源重視の持続可能なリゾー

トを提案しています。

審査員特別賞（池田氏選考）はLit t l e 

Mermaid（国立高雄大学：台湾）の「ARK 

No.33」が、審査員特別賞（皆川氏選考）は

Wave Blade（交通運輸大学：ベトナム）の

「The ECO-SMART Resort」が、審査員特

別賞（テルジディス氏選考）はNEWEST（交

通運輸大学：ベトナム）の「An enchanting 

evergreen wonderland」が、審査員特別

賞（ツェン氏選考）はU crew（日本大学）の

「Energy Circulation City」がそれぞれ受

賞しました。

持続可能性に配慮しつつ、新型コロナ禍後のリゾート像を大胆に提案

DAY 2

World Cup Award
「Bubble Stream」     国立高雄大学（台湾）チーム名：Burbur Chacha

グランプリ

「バブルストリーム」は、ポスト・エピデミック時代のプーケットの未来の青写真とな
るでしょう。プーケットの既存の様 な々問題を分析し、可能な答えを提案することで、
AI技術と革新的なバブルシステムで生活を融合させ、プーケットを未来の世代の感
覚を持ったビーチリゾート都市にします。コンセプトは、プーケットのビーチの波の泡
から発想を得ました。泡と泡がつながっている間に、革新的なコンセプトのシステム
に変化し、ビーチリゾート全体に適用されるのです。「微細な泡の可視化」をメイン
デザインとして、都市空間は垂直に発展し、用途も多様化していきます。

Automated Solar Street Light
(with a charging bracket for drones on top)

Energy

Disaster Prevention

Transportation

EntertainmentAI Information System

ConceptIntroduction

-The 11th Virtual Design World Cup

Elevated
Layer

Maritime
Layer

Ground
Leval

Modularized
Floating Island

Landing Unit Car Personal Watercraft

Epidemic Prevention

- Virtual AR Elephant Ride - Traditonal Night Market- Water Activities- 3D Hologram

Phuket
Island

Landing
Bubble City

Exodus Stairway Stair Width Evacuative Time

2

2

4

2m

1.3m

2m

4min

5min

2min
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「Pearl Smart Resort」
フモウビ工科大学（ミャンマー）チーム名：Greenhorns

パールスマートリゾートは、集約されたシステムで構成されています。中央集権的な電力生産
を分散型発電にアップグレードすることで、都市部の電力システムをスマートにするだけで
なく、十分な電力供給を行い、後に周辺の農村部にも分配することができます。移動式通気
床MAFコンポストシステムは、プーケットで1日に発生する700トンの廃棄物の80％を環境に
優しい方法で除去します。MAFはゴミをバイオソリッドに変え、それをサンゴの保護や経済
的利益に利用することができます。瞑想センターや、利用者にデジタル通貨を還元する公共
のオープンスペースは、スマートアクティビティゾーンに統合され、ゼロエミッションの電気自
動車、水のろ過、ゴミの収集、処理システム、リサイクルプロセスが適用されます。パール・ス
マート・リゾートは、より落ち着いた生活環境であるだけでなく、自然保護が可能で、健康的
で持続可能な環境でもあります。

Architectural Informatics Award
池田 靖史 氏

Anadrome Award
Kostas Terzidis 氏

Recycling Award
皆川 勝 氏

EcoVision Award
C David Tseng 氏

「ARK No.33」
国立高雄大学（台湾）

チーム名：Little Mermaid

「An enchanting evergreen 
wonderland」
交通運輸大学（ベトナム）

チーム名：NEWEST

「The ECO-SMART 
Resort」
交通運輸大学（ベトナム）

チーム名：Wave Blade

審査員特別賞

新しいタイプのリゾートアイランド
をイメージして開発された「フュー
チャーアーク（未来の箱舟）」は、
プーケットの33番目の離島として、
プーケットの海面上昇や汚染の問題
を解消することを目指しています。

コロナウィルスによる影響を強く受けているプーケットは、パンデミック後の持続可
能な観光を回復させるという大きな課題に直面しています。ウェーブ・ブレード（Wave 
Blade）は、環境に優しくスマートな（ECO SMART）リゾートの構築を目指しており、
長期的には、エコ・スマート・リゾートのネットワークを持つ島となるでしょう。

生態系の回復とプーケットの困難を克服する要件を満たす理想的で持続可能なリ
ゾートを構築するために、「プーケット-エンチャントエバーグリーンワンダーランド
（魅惑の常緑樹ワンダーランド）」というプロジェクトを提案します。

プーケット島のパトンビーチにある「エネルギー循環都市」は、回収されたプラス
チックごみを水素エネルギーに、生ごみを熱エネルギーに変換し、都市のさまざ
まな機能に利用することができます。副産物として得られる汚泥は、森林を育て
るための肥料として利用されます。

Day2午後の部の最後は、「第7回 ジュニ

ア・ソフトウェア・セミナー」の表彰式が行わ

れました。これは、小・中学生を対象とし冬

休み・春休み・夏休みに東京本社と全国9カ

所のセミナールームをTV会議で繋ぎ、オン

ラインセミナーも採り入れたハイブリッド開

催による「ジュニア・ソフトウェア・セミナー」

を通じて作成されたVR作品を紹介・表彰す

るもの。今回は、受賞者が会場あるいはオン

ラインにて参加する形でゴールドプライズ6

作品、シルバープライズ5作品、ブロンズプラ

イズ3作品を表彰。その大胆かつユニークな

発想がパックンらの巧みな話術で盛り上げ

られ、心和むひと時が演出されました。

大胆かつユニークな発想とパックンの巧みな話術で心和むひと時演出

第7回 ジュニア・ソフトウェア・セミナー 表彰式 DAY 2

Pearl Smart Resort
The 11th Virtual Design World Cup

 Rainwater

 EXPOSURE

 STORAGE

SEAWATER→PENETRATION→EXCHANGE

REFUGES

Developed 
with the image of a 

new type of resort island, 
Future Ark, as the 33rd outlying island of 

Phuket, aims to eliminate the problem of sea level 
rising and pollution in Phuket. The Voronoi diagram 

serves as the foundation of the 
island and visualizes the coral 

structure. It plans the traffic, 
solving the garbage problem 
and public safety issues. 

In addition, the AI system is ap-
plied to water circulation sys-
tems, garbage collection and 
classification systems.
Freely combined residential units 
create new ways of interaction. In 
other words, it provides pas-
sengers with flexible social 
distance and housing 
right in the epidemic era.

The water circulation network controlled by the 
cloud central system provides a stable water 

source. The microbial purification pond ensures 
water recovery rate and wastewater treatment. 

By doing so, the policy of protecting 
marine ecology can be efficiently 

implemented.

Residential units placed on the water effectively combat co-vid 
19, global warming, tsunamis and sea level rising. These resi-

dential units can be freely combined and create a 
brand-new accommodation model in the era of epi-

demics. In addition, the bottom of each unit is 
connected with a submarine escape 

evacuation channel, which 
reduces the spread of the 
epidemic and also 
guarantees the escape 

space.

By the undergrounded 
AI recycling system, it is possi-
ble to achieve the goal of garbage auto-

matic recycling, which classifies into differ-
ent colors through the vacuum tube. In this way, 

the garbage problem caused by excessive tourists in 
Phuket can be solved.

Being the main entertain-
ment facility on Ark No.33, the 

curved surface of the aquarium is 
designed in the form of waves to blur 

the boundary between the island and the 
sea. AR technology presents the marine 

ecosystem of Phuket, and visitors can use the 
information integration system to 

learn about marine ecology.

A r o u n d 
the center of 

No.33 is a flexi-
ble space for the 

market to provide visi-
tors variety of choices. The 

AR simulates the tropical 
atmosphere to enrich visitors' 

vision and redefine the 
resort atmosphere of 

Phuket in the inter-
laced spaces.

"Ark No.33" connects the surface of the resort island 
and the submarine station. At the same time, its trans-
portation network covers the entire island, allowing 
people to enjoy the unique elegance of Ark No. 33.

In order to prevent casualties caused by the 2004 South
Asian tsunami, the island is divided into multiple 

regions. Basing on the Voronoi diagram con-
cept, it provides the shortest distance 

from each area to the escape en-
trance, making more chances for 

people to survive.

 "New type resort island", the 33rd island of 
Phuket, eliminates the threat of ocean pollution and 

sea level rising effectively. Residential 
units can be combined freely while ensur-

ing tourism economy and social dis-
tance. The escape route on the 

seabed connects all the spaces on 
the island to ensure disaster 

responsibilities, vacation qual-
ity and public safety. In addi-

tion, the AI system controls 
the water circulation 

system and garbage col-
lection system to reduce 

the impact on Phuket's marine 
ecology.

AR Aquarium

Underwater Station

Rainwater Collection Petals

Residential Units

 Submarine refuging cabin

Recycling Units

 Rainwater Collection Tower

 AR Composite Bazaars

Free-assembled Residential Units

Undergrounded Vacuum Recycling

 Escape Route Route System

EXODUS

Concept New Type Resort Island No.33

Ocean & Water Cycle

transportation

Entertainment

AI Recycling System

Dwelling unit for vacation

The 11th
Virtual Design World Cup Disaster Prevention

Knowing the great challenge of Phuket in recovering sustainable tourism 
post-pandemic, the Wave Blade aims to build an eco-friendly and smart (ECO
SMART) resort, furthermore, an island with a network of eco-smart resorts. In this 
project, we propose 03 remarkable points of this ECO SMART resort: 
• Green and recycling-friendly tourism
• Hospitality digitalization with Smart IoT
• Disease prevention

Introduction

Green And Recycling-friendly tourism

Smart Application
For Big Data Management

Software Diagrams

1

2

3

4

Development strategy paradigm
DOT-LINE-SURFACE-CUBIC

Adopt and make 
successful with 

1st island
Become a sustainable 
development platform

Process optimization, 
scaling

Widely applied,
perfecting technology

GIFT
VOUCHER

5

OLD waste treatment process

NEW waste treatment process
89%

32%

Smart Electronic Health Passport
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「Energy Circulation 
City」
日本大学（日本）

チーム名：U crew

Desing concept

Introduce

Software used

This is a tank for storing the hydrogen
from the Trash disposal plant. This am
used to power the city's hotel ligh
hydrogen stations, and beach buggy
tank is  spher ical  so that  the pre
distributed.

This treatment center is used for both the conversion of 
plastic waste into hydrogen energy and the conversion 
of food waste into thermal energy. When food waste is 
incinerated, sludge is generated along with heat energy. 
This sludge is then reused as fertilizer. At the treatment 
center, plastic waste is efficiently transported to the 
landfill via underground pipes.

It is operated by hydrogen energy supplied from 
hydrogen tanks. The hydrogen energy is stored in a 
sphere placed in the center. By pressing a button, 
hydrogen energy is injected into the car. The above 
makes it possible to operate the system unmanned.

It is a ship-shaped hotel built near hydrogen tanks. It is 
operated by using hydrogen energy and thermal energy. 
In addition, the thermal energy melts ice,  which 
generates cold air and wind power. This cold air and 
wind power can be used to obtain the room cooling 
function. At night, the building is lit up and becomes a 
landmark symbolizing hydrogen energy.

It is a vehicle that runs along the co
garbage washed up on the beach or d
on the big data of tourist routes, it c
around the points where garbage t
Normally, the vehicle runs unmanne
operated by humans. The power sou
energy.

It is a car that runs on hydrogen energy
use gasoline, it emits no exhaust ga
cars, but also cabs, buses, and other v
run on hydrogen.

Microplastics are an environmental problem. This ship is 
able to collect them at sea.  This ship can generate 
ocean currents and net the soaring microplastics. The 
mesh of the net is 2 mm, and it has a structure that does 
not collect sea sand. The power source for this ship is 
hydrogen energy.

A trash can equipment is compress ga
trash disposal center in the underg
system will be possible to carry trash
trash truck. Normally, the lid can be c
the odor. The shape inside the lid 
dispose of trash from anywhere.

Facilities Planning

Trash disposal plant : 

The Energy circulation city is located in Patong Beach, Phuket Island. The city conve
plastic waste into hydrogen energy and food waste into thermal energy, which can
various city functions. The sludge obtained as a by-product is used as fertilizer to grow
result, forests and oceans will become cleaner, and the number of tourists will increase. 
in the number of tourists will have an economic effect, and at the same time, the amount
increase, and more energy can be produced. In this way, this city will create a cycle o
energy, enhancing both environmental issues and the economy.

Energy circulation

Trash circulation

The city is designed so that energy flow and waste flow appear. This design implies tha
flow and the waste flow are connected by a single line, thus creating a cycle. 

Hydrogen station : 

Trash cans with underground sys

Beach buggy : 

Hydrogen tank : 

Blow ship : 

Eco hotel : 

Hydrogen-powered car : 

Energy Circulation City

Excellent Award
「NEVERLAND」
国立高雄大学（台湾）チーム名：NERVLAND

優秀賞

ネバーランドは、近代的な技術が伝統的な文化や自然資源と調和する未来のリゾートです。
このリゾートは、技術的な設備を備えているだけでなく、プーケットの自然環境と人間文化
を守ることができます。ネバーランドでは、来場者は革新的な技術、海洋資源、伝統文化と
いう 3 つの異なるテーマの領域に自由に没頭することができます。ネバーランドは、ニューラ
ルネットワークの概念に基づいた情報システムで構成されています。人間の神経細胞を模し
たこのネットワークは、個々の情報点で構成されており、それぞれの対処法に分類されます。
このシステムでは、より効率的で豊かな旅行体験を得るために、観光客の好みに合わせてス
マートロボットを配置し、観光客の脳内情報を読み取ってパーソナライズされた視覚体験を
提供します。

In the resort, you can 
experience the features of 

Phuket, the natural environ-
ment, and the beautiful ocean world 

presented by Nano. The technique of 
Nano can project the creatures and envi-

ronment you want to be surrounded by. Their 
different themes of region have multiple activi-

ties, such as soaring through the cloud in the 
virtual racing track, wandering in the 

forest with ocean creatures, and medi-
tating with your personal teacher. 

These entertainments will all 
become a part of your jour-

ney.

Virtual 

Entertainment 

Activities

Neverland is constructed of an information system based on the con-
cept of neural networks. As a simulation of human neurons, the network 

consists of individual information points which will be categorized into 
the various coping systems. To get more efficient and abundant 

travel experiences, the itinerary will integrate the traffic and 
facility information to get the optimal plan. Additionally, 

the system will arrange smart robots with every tour-
ist following their preferences and present a per-

sonalized visual experience by reading the infor-
mation in their brain.

Concept

Neverland is a future resort 
that modern techniques are com-

patible with traditional culture and 
natural resources. This resort, not only 

equips the technical facilities but also pre-
serves the natural environment and human cul-

ture of Phuket.
Neverland allows visitors to freely immerse themselves 

in three different thematic regions: innovative technolo-
gy, marine resources, and traditional culture. With the 

help of modern technology, visitors can enjoy the 
novel experience in the sky and the traditional 

culture of Phuket. Additionally, visitors can 
also explore the island's marine 

resources through transportation 
units and living in the sea cabins 

at the same time.

Sky Island

Culture       PreservationOcean Center

Transportation
Unit

                     

The 11th Virtual Design World Cup

Transportation

 system

The transportation units in the resort are not only as of the symbol neu-
rotransmitters but also a medium to take residents wandering among 

three areas. The unit is composed of two parts, the top has a cockpit 
controlled by the human brain. The bottom of the unit provides a 

space for you to enjoy the scenery outside during the ride.

Single Unit

Double Units

Group units

Flexibilty

Above the center of the resort is the 
Sky-island, as the brain of the entire park 

which is a technology center for information 
integration and output. The identity verifi-

cations, data processing and the manage-
ment of the information system all 

take place here.

1. House Protective Shield

When disaster happens, Protective 
Shields ensure that internal personnel are 

safe from the outside world. In the mean-
while, it provides information and exter-

nal conditions so that personnel can 
keep in touch with the outside 

world at all times.

2. Navigation System 
of Floating Boards

The navigation system of Floating 
Boards acts as a crowd protection 

system, quickly navigating the Floating 
Boards to a safe location until the end of the 
disaster. After the disaster, the navigation 

system will make the Floating Boards 
returning to their original position.  

Sky-island  

The Floating Boards have different 
functions, including the underlay of sea 
cabinets or the facility for outdoor 

activities. Floating Boards have free 
movement on the sea, allowing 

tourists to get close to the 
ocean and enjoying Phuket's 

marine resources.              

Floating

Board

Disaster 

Evacuation

The information of the 
whole resort will assemble 
in this small robot, Nano. 

Nano is a personal database 
translating images in your brain into 

information and projecting the results, 
including arranging routes, making reserva-
tions, and any kind of needs. Moreover, 

Nano will project distinctive views 
according to the tourists’ prefer-

ences and imaginations, so that 
they can experience their 

version of Neverland. 

Compared to 
the traditional 

way, this new mech-
anism will not only be 

precise but also corre-
spond to what you need.

The Nano 
system, which 

has information 
about the whole 

island, can detect the 
di t t d l d if

Robot

〝Nano〞
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岩に守られた町 中学 3年 
博物館⇒植物園⇒立体交差と、次々に発展してきた多層構造の町で、今回新たに西
側のエリアが開発されました。巨大な岩が配置され、町が岩の内部に形成されてい
ます！自然との融合でしょうか、災害にも強そうです。

ブラッドムーン 小学 6年 
未来の地球は紅い世界です。紅い風粒子と、赤い空を映し込む海面が美しい。風粒
子機能で赤い葉2種類が設定されてますが、大きさと数、速度が絶妙です。温度表示
と海面は潔い赤になっています。

水没都市とエアーズロック 小学 6年
幾つもの揺れる水面の写り込みと、複数の岩を配置した迷路のような景観が美しい
都市の出現です。湖沼の設定が複数重ねられ、幻想的なゆらめきを演出しています。
星形の運河も形成されています。

にぎやかな街　小学 6年
街の中心に桜並木の周回道路を作成、その中に遊園地を作りました。街のどこから
でも桜を楽しめます。さらにその周りには、様々なビルや世界遺産が配置され、にぎ
わいを見せています。

GoldGoldGoldGoldPrizePrizeGoldPrizeGoldPrize

キャンプ場とお花畑 小学2年

山の上から空中道路
小学 6年

うしとアヒルの勝負
小学 4年

自分が将来住みたいまち 小学5年

みんなが住みやすい街
中学3年

SilverSilverSilverSilverPrizePrizeSilverPrizeSilverPrize

パンプキンの町
小学 5年

きれいな桜
小学 5年

色々ある遊園地
小学 3年

BronzeBronzeBronzeBronzePrizePrizeBronzePrizeBronzePrize

クルマの多い町 小学 2年 
山の急斜面の町に沢山のクルマとヒトがいます。消防車にパトカー、バイク、ゴーカー
ト、よく見ると月面車まで配置されています。町の範囲は芝の地形テクスチャが貼ら
れ、その周囲の斜面には雪原のテクスチャが貼られています。

たのしいまち　小学 2年
山間部から平野まで全長4365mで突っ切る、とても長い水路を作ってくれました。
船だけでなく、首里城、巨大な飛行機にヘリコプター、消防車や救急車も揃っていま
す。なんといっても、ハンバーガー屋さんが2軒もある、たのしいまちです。

デザインフェスティバル2021 レポート
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Day3（デザインフェスティバル最終日）
は、当社代表取締役社長の伊藤裕二に
よる開会あいさつの後、「Digital Social 
Innovation ～DX時代のインフラ強靭化、防
災ITの推進～」と題する特別講演。同講演
は、台湾デジタル担当大臣のオードリー・タン
氏を招聘（オンライン参加）し、今村文彦・東
北大学災害科学国際研究所所長（津波工学
研究分野教授）およびエドウィン・R・ガリア・
グリニッジ大学火災安全エンジニアリンググ
ループ（FSEG）教授の2パネリストとのディ
スカッション（モデレータ：家入龍太氏）で構
成されました。
初めにタン大臣はパンデミックの危機の

中で、台湾ではデジタル化を伴う社会変革に
よって民主化が加速し、官民部門間の協力が
深まっている、と発言。政府が「国民のため
に」だけでなく「国民とともに」改革を進めて
いくには、国民を信頼することが大切で、そう
しなければ国民の信頼を得られない。だから
国民を新技術に適応させるのではなく、国民
が必要とする技術を導入する、という視点が
重要。たとえば、同国の接触確認システムが
民間のシビックテック・コミュニティG0の提
案により実現していることに触れ、公共と民
間のパートナーシップによって強靱なデジタ
ル社会インフラの構築が可能になる、と締め
くくりました。
その後、「津波などの災害に対して行政は

どう備えていくべきか」というテーマに沿っ
て、今村教授は、10年前の東日本大震災で津
波警報システムの第1報の津波予測が過小
だったため避難が遅れた経験から、災害直
後の情報は全体を把握しづらく、時間が経つ
と高精度になるが避難に間に合わないという

トレードオフの関係を指摘。続いてガリア教
授より、自然災害に対しては一般の人たちへ
の教育と訓練を含む堅牢な計画が必要で、
シミュレーションは大きな役割を果たす。ま
た、一般住民は技術者や官僚の思った通りに
動くとは限らないため、彼らがどのように自
然災害に反応し行動するかを考慮してシミュ
レーションを作成する、と強調。また、わかり
やすい災害警報や避難標識への改善と、それ
らの意味を人々に理解浸透させる必要性を説
きました。
三者共通して子どもの防災教育の重要性

に言及。今村教授は、過去の津波の教訓を学
んだ小学生が、東日本大震災では周辺住民
の早期避難をサポートした事例を紹介。また
タン大臣によると、台湾で子どもは大気質や
水質などに影響する複合的な要素を段階的
に学ぶほか、参加型アプリを利用して楽しみ
ながら防災や環境を学ぶ。18歳以下の若者
が防災などにもっとも熱心に取り組む年代層
だ、と報告。ガリア教授は、子どもたちに教え
ると彼らが親や大人に教えてくれるため、子
どもの教育は社会の強靱化につながる、と
指摘。最後に、今村教授が災害コミュニケー
ションの国際的な標準化による共有、ガリア
教授は防災計画に一般市民の意見を聴いて
組み込むことが彼らの心の備えになること、
タン大臣は官民連携によるアイデアの共有な
どを提唱しました。
Day3午前の部後半は、パネリストとして

前出のエドウィン・R・ガリア教授（グリニッ
ジ大学）が「シミュレーションを通じた工学
的な安全・安心：火災、避難、テロおよび
COVID-19」と題してテクニカルプレゼン
テーション。まず、自身が所属する「FSEG」

の組織や研究内容、そこでの避難シミュレー
ション「EXODUS」や火災シミュレーション
「SMARTFIRE」の開発などを紹介。これを
受けて、1）火災などで避難の支援が必要な
PRM（モビリティの低下した人）向け移動支
援機器について、実験で得た各種機器のパ
フォーマンス情報を使いbuildingEXODUS
でシミュレーション。さらに、物理的装置の明
示的なモデリングに当たり空間的・運動学的
制約、ホロノミックデバイス・非ホロノミック
デバイス、空間構成を考慮。複雑な空間にお
ける各デバイスの制約を反映した最適なソ
リューションを開発、2）従来型標識の課題を
踏まえ、実験や測定を経て開発したアクティ
ブダイナミックサイネージシステム（ADSS）
と従来型標識をEXODUSでシミュレーショ
ン。ADSSの有効性を確認、3）高層ビル建
設現場からの避難の様々な課題を数値化す
るため、実際の現場で実験。反応時間や避
難時間などの、避難経路の状態や昇降機の
有無に応じた違いをモデル化、4）大規模都
市災害向けに開発したurbanEXODUSを多
様なモデルとリンク。大規模火災での歩行
者やクルマの避難をシミュにレーション、5）
最近開発したmatEXODUSを使い、混雑し
た場所を歩き回る武装テロリストの影響を
シミュレーション、6）電車内や歩行中の新
型コロナウィルス感染のメカニズムを解明す
るためSMARTFIREをアレンジしてエアロゾ
ルをシミュレーション ― するなどした取り
組みを説明。安全・安心な避難あるいは感
染制御を確実にする計画での、EXODUSや
SMARTFIREなど先進のシミュレーション
ツールの有用性に言及しました。

日台英の各界の泰斗がDX時代のインフラ強靭化や防災に向け提案

11/19  FRI　第15回 デザインコンファランス IM＆VR・i-ConstructionセッションDAY 3
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DXや国土強靭化をキーワードとする産学官の取り組み、関連する最新ソリューション

11/19  FRI　第15回 デザインコンファランス IM＆VR・i-ConstructionセッションDAY 3

Day3午後の部前半の皮切りは、「国土強

靭化とDXの最前線 ～デジタル社会への実

装へ～」と題して一般社団法人レジリエンス

ジャパン推進協議会常務理事の金谷年展氏

が特別講演。まず、岸田文雄首相の所信表明

演説（2021年10月）などにおける国土強靭

化、新しい資本主義実現本部の緊急提言（同

11月）における「デジタル田園都市国家構

想」の位置付けに言及。次いで、これまで大

災害を教訓とする防災・減災対策が深化し国

土強靭化の考え方に至った経緯、近年の自

然災害頻発、国土強靭化基本法や推進体制

などを巡る流れ、国土強靭化で警戒対象とし

て描く大規模自然災害、それらの発生や被害

の可能性を整理。国土強靭化における事前

防災対策の重要性、国土強靭化推進の枠組

み、関係予算の推移、そこでウェートの高い5

カ年の加速化対策のポイントとDX関連施策

の位置付けについて概説。その上で、

国土強靭化への民間の取り組み推進を担

うレジリエンスジャパン推進協議会設立の

推移、その組織体制、役割と活動、その一環

としてのレジリエンス認証制度やシンポジウ

ムおよびアワードの運営（フォーラムエイトの

「第7回ジャパン・レジリエンス・アワード（強

靭化大賞）初代国土強靭化大臣賞」受賞）、

ワーキンググループによる政策提言とそれら

の国土強靭化年次計画への反映へと展開。

最後に、2021年に行われたDXに関連する各

会議・研究会での検討内容と成果を説明しま

した。

これを受けた同講演の後半は、デジタル庁

統括官 国民向けサービスグループグループ

長の村上敬亮氏にスイッチ。企業の新製品・

新サービス投入や設備・研究開発投資におけ

る日本と世界の対比、日本企業の売上が増加

する中での労働生産性伸び止まり、貧困率上

昇や給与下落の実情を整理。それを受けて、

自助（民間事業：特定ユーザーの完全競争）

と公助（公共事業：不特定多数の公共インフ

ラ）の間に共助（データ連携基盤、自動走行

車両など：特定多数）を位置付け。これまで

は複数分野のサービスが繋がるデータ連携

基盤において、APIエコノミーでサービスより

も基盤自体に多く利益をもたらすメカニズム

だったのを、サービス側によりチャンスを広げ

る仕組みへの変革を強調。その具体像として

自身が担う「デジタル田園都市国家構想」の

イメージを提示。その核となる、特定多数の

事業者が官のサポートを得ながらお互いに

相互運用性にコミットして使うオープンな基

盤の構築が、停滞する日本を再び世界最先端

に立たせるカギになる、との考えを解説。基

盤となる枠組みは国とともにつくり、その上

でそれぞれ個性のある地域、あるいは共助の

コミュニティをいろいろなレイヤで作っていく

というアプローチへの展開を説きます。

続いて、秋田大学の山本文雄学長が「秋田

大学のデジタルへの取り組み」と題してゲス

トスピーチ。同大の4学部5大学院研究科な

どから成る現行体制に触れた後、国際資源

学部における大学の世界展開力強化事業・ス

マートマイニング特別プログラム、医学部・附

属病院における医療デジタル化による都市

部とへき地を繋ぐオンライン診療、先進ヘル

スケア工学院におけるVR技術活用の歩行環

境シミュレータ開発といったデジタルへの取

り組みを紹介。その上で、今後のDX推進の一

環として2024年4月に5番目の学部としてオー

プンを目指す「ICT・データサイエンス系新学

部」の概要、養成する人材像、そこに設置され

る情報科学を中核に人間支援、社会安全お

よびビジネスという特徴的な4プログラムの

教育内容について説明。さらに、Society 5.0

に向けた全学のDX推進のための拠点とし

て新棟建設を進める情報統括センターの施

設や役割を概説。それに合わせて計画中の

VR教材の開発や外部講師の招聘にも言及

します。

これを受け、当社担当者が「DX時代の国

土強靭化ソリューション ～VRデジタルツイ

ンプラットフォーム～」と題してプレゼンテー

ション。まず、多様な領域に渡るフォーラムエ

イトの国土強靭化設計支援ソリューションと

デジタルツインを連携し、スマートシティや

国土強靭化のプロジェクトに活用する考え方

に触れた後、そのVRプラットフォームをベー

スとする統合的な取り組みへの外部の評価

について概説。併せて、UC-win/Roadの全

体の処理の流れ、そこで関連する国土交通

データプラットフォームやPLATEAU（いずれ

も国交省）、自治体の点群データなどオープ

ンデータの活用方法をデモを交えて説明。
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Day3午後の部後半は、「第8回 ナショ

ナル・レジリエンス・デザインアワード

（NaRDA）」の各賞発表と表彰式が行われ

ました。NaRDAは、構造解析、地盤工学、水

工学および防災分野を対象とし国土強靭化

に資する取り組みを顕彰するもの。6月22日

～10月15日に応募された作品の中から10月

26日に8作品をノミネート。さらにそれらを基

に11月16日、審査委員長の吉川弘道・東京

都市大学名誉教授、審査員の守田優・芝浦

工業大学名誉教授および若井明彦・群馬大

学大学院理工学府教授の3氏から成る本審

査会（フォーラムエイト東京本社）にて各賞

が決定しています。

その結果、グランプリ（最優秀賞）は、株

式会社新日本コンサルタントの「既設鋼管

アーチ水管橋の耐震検討 －鋼アーチ部材の

損傷確認と脚の非線形耐震性能照査－」。

これは、水道施設耐震工法指針に準じてラ

ンガー補剛形式の水管橋の耐震診断調査を

実施。非線形動的解析で耐震性を照査し、

耐力が不足する箇所の補強工法を比較検討

したもの。現在ニーズの多い既設構造物の

耐震設計を調査、補強工法とフルコースで検

討。その高度なプロセスを分かりやすく作品

化したことが大きなポイント（吉川氏）とさ

れました。

準グランプリ（優秀賞）は、有限会社エフ

テックの「土木施設と建築施設を一体化し

た耐震性能照査 －動的解析による地震時

挙動の再現－」。地下の大型貯水槽と地上の

多層階建築施設（上屋）が一体となった大

規模な排水機場において、それらの一体化し

た解析モデルを構築。外力として実際の地

震動波形を与える動的解析により耐震性能

を照査する手法を提案。基準の異なる建築

と土木の上下構造物を一体化した耐震性照

査という新しいチャレンジに加え、非常に詳

細な最適解を検討しており、意義のある設計

（守田氏）と評されました。

審査員特別賞（吉川氏選考）はナレッジ

フュージョン株式会社の「非線形構造解析

プログラムによるRCはり部材の耐力検討 －

土木・建築の枠を超えて－」が、審査員特別

賞（守田氏選考）は株式会社三協技研の「パ

イルベント橋脚のレベル2地震時耐震性能照

査 －動的非線形解析による橋全体系での耐

震性の検討－」が、審査員特別賞（若井氏選

考）は株式会社シードコンサルタントの「新

設5径間連続鋼ペデストリアンデッキ歩道橋

の3次元動的非線形解析 －限られた境界条

件下でのコンパクトな構造検討－」がそれぞ

れ受賞。各賞が各審査員により発表・授与さ

れた後、吉川審査委員長が次回NaRDAに向

け改めて国土強靭化に資する解析・設計の

具体的な事例を積み重ねることの重要性を

位置付け。その際、「非常にややこしいとこ

ろ」を分かりやすくまとめること、またタイト

ルやサブタイトルで概ね理解できることは大

きなポイントになる、と総括。すべてのセッ

ションが終了しました。

国土強靭化に資する高度な事例の分かりやすい作品化がポイント

第8回 ナショナル・レジリエンス・デザインアワード 受賞作品 DAY 3

さらに近年の各種シミュレータやF8VPSの

活用事例を紹介し、インフラデジタルデータ

ベースシステムの活用による様々な可能性、

F8VPSの経産省による次世代ソフトウェア

プラットフォーム実証事業への採択、会計や

積算などへの対応、UC-win/Roadの関連機

能拡張、AR/MRソリューション提案などへと

話を展開しました。

続いて、「FORUM8のFEM解析ソリュー

ション」について当社担当者がプレゼンテー

ション。初めに、フォーラムエイトの製品ラ

インナップにおけるFEM解析ソリューション

（シリーズ）の位置付けを整理。その上で、

1）3次元積層プレート・ケーブル・動的非線

形解析「Engineer’s Studio®」、2）総合有

限要素法解析システム「FEMLEEG」、3）

RC構造2次元動的非線形解析「WCOMD 

Studio」、4）静的2次元弾塑性地盤解析「地

盤FEM Geo Engineer’s Studio」を始めと

する地盤解析シリーズなどについて、1）橋梁

（コンクリート橋）、2）橋梁-上部工（非合成

鈑桁橋）、3）劣化を考慮した解析、4）地震の

観測値／計測値の活用、5）木造建築、6）円

形RCタンク構造物、7）定常／非定常熱連動

解析 ―などにおける活用事例を交えて説明

しました。

午後の部前半の最後は、「UC-1設計シリー

ズの設計業務効率化への取り組みと今後の

展望」と題するプレゼンテーション。フォー

ラムエイトソリューション「デザイン」の中核

的製品群「UC-1設計シリーズ」にフォーカ

ス。同シリーズの位置づけや他のソフトウェ

アとの連携、特徴、機能および分野（構造解

析断面、橋梁上部工、橋梁下部工、基礎工、

仮設工、道路土工、水工、地盤解析・地盤改

良、CAD/CIM、維持管理）ごとの多様な製

品ラインナップを概説。そのうち複数製品を

使い、他ソフトとの連動やそれによる効果、

BIM/CIM対応、設計計算書・図面の作成、

3Dパラメトリックツールについてデモを交え

て説明。また、「UC-1 Cloud自動設計シリー

ズ」の特徴、現行ラインナップ（BOXカル

バート、擁壁、土留め工）、今後の製品リリー

ス予定、一層の設計業務効率化に向けた自動

計算への対応、UC-1 Engineer’s Suiteシリー

ズとの連携強化、AI橋梁損傷度判定支援シ

ステムへの対応などに触れつつ、Cloudの操

作についてデモを交えて紹介。さらに、主力

製品「BOXカルバートの設計・3D配筋」の最

新バージョンの機能や対応、今後の開発予定

にも言及しました。
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既設鋼管アーチ水管橋の耐震検討
－鋼アーチ部材の損傷確認と脚の非線形耐震性能照査－
株式会社新日本コンサルタント

GRAND PRIX グランプリ

使用プログラム   

本業務は水道施設耐震工法指針に準じて、橋長59ｍのランガー補剛形式の水
管橋の耐震診断調査を実施したものである。耐震補強基本設計では、非線形
動的解析にて耐震性を照査し、耐力が不足する箇所ついて補強工法の比較検
討を行った。比較検討の結果、橋脚の補強について、可動側は背面側の増厚工
法、固定側は炭素繊維巻立ておよびフーチング増し厚工法を採用した。仮設工
法としては、河川阻害率等の河川条件を整理して締切り工法を採用した。耐震
診断調査では、管厚測定、中性化試験、圧縮強度試験等の詳細調査を実施し、
耐震性照査を実施して補強工法を提案した。

   
 

土木施設と建築施設を一体化した耐震性能照査
－動的解析による地震時挙動の再現－
有限会社エフテック　

EXCELLENT AWARD 準グランプリ 優秀賞

使用プログラム   

地下の大型貯水槽、地上の多層階の建築施設（上屋）が一体となっ
た大規模な排水機場においては、これまで土木施設、建築施設とし
て別 に々耐震性能照査を実施してきた。しかし、構造上も機能上の1
つの施設であるにもかかわらず、異なる準拠基準、異なる解析手法、
異なる評価指標で照査を行うことに矛盾を感じるとともに、地震時の
実際の挙動、被害発生の過程が十分に再現されておらず、対策の方
法、規模についても最適化が図れていないのではないかという疑問
を持ってきた。そこで、地下土木施設と地上建築施設を一体化した解
析モデルを構築し、外力として実際の地震動波形を与える動的解析
で、大規模な排水機場の耐震性能を照査する手法を提案した。

非線形構造解析プログラムによる
RCはり部材の耐力検討
－土木・建築の枠を超えて－
ナレッジフュージョン株式会社

使用プログラム   、

Structural Performance Evaluation Award
審査員特別賞　審査委員長　吉川 弘道 氏
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PC 斜材付きπ型ラーメン橋のレベル2
地震時耐震検討
－旧基準による設計に対する現行基準による再評価－
株式会社オービット

使用プログラム   

橋脚躯体と深礎基礎のモデル化による単柱
動的解析
－ランガー橋橋脚のL1、L2 地震時の耐荷力照査－
富士コンサルタンツ株式会社

使用プログラム   

地盤の応答震度法
－導水トンネル1断面応答震度法－
九州電力株式会社

使用プログラム   Geo Engineer's Studio

NOMINATION AWARD ノミネート賞

211020_ ( )

新設5径間連続鋼ペデストリアンデッキ歩道橋の
3次元動的非線形解析
－限られた境界条件下でのコンパクトな構造検討－

株式会社シードコンサルタント
使用プログラム   

Urban Amenity Design Award
審査員特別賞　若井 明彦 氏

パイルベント橋脚のレベル2地震時耐震性能照査
－動的非線形解析による橋全体系での耐震性の検討－

株式会社三協技術

使用プログラム   

Bridge Pier Reinforcement Award
審査員特別賞　守田 優 氏
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Episode25

クリーンエネルギーのエースLNGの秘密を探る
― マイナス162℃の液化天然ガスを貯蔵する巨大魔法瓶 ―

吉川 弘道
東京都市大学 名誉教授

早稲田大学理工学部卒業、工学博士、コロラド大学客員教授（1992-3年）。専門は
耐震工学、地震リスク、鉄筋コンクリート。土木学会論文賞、土木学会吉田賞他受賞。
著書に『都市の地震防災』（フォーラムエイトパブリッシング）他多数。現在、インフラツー
リズム推進会議議長を務めるほか、「魅せる土木」を提唱。‘土木ウォッチング’、‘Discover 
Doboku’を主宰。土木広報大賞2019（土木学会）準優秀部門賞（イベント部門）受賞。

連載  vol.8（最終回）

■LNGって何？元の英語は何？
LNGとは液化天然ガスLiquefi ed Natural Gasのこと。
気体である天然ガスを-162℃以下に冷却し液体にした
もの。液化によりその体積を気体の約1/600に減少さ
せることができ、輸送・貯蔵が極めて容易となる。

　液化天然ガスLNGは、環境特性に優
れたクリーンエネルギー。大気汚染の原
因となるSOx（硫黄酸化物）が発生せず、
NOx（窒素酸化物）やCO2（二酸化炭素）
の排出量も少ない。その用途は、都市ガ
スまたは火力発電所の燃料として使わ
れ、近年さらなる需要が見込まれるが、
多くは海外からの輸入に頼らざるを得な
い。今回のEpisode25では、大容量の液化
天然ガスを貯槽するLNGタンクをテーマ
として、その秘密を解き明かしたい。
　LNG タンクは、液化基地でのLNG製造
と船出しまでの間、および LNG 受入基
地における荷揚げ/再ガス化/出荷までの
貯蔵、の2地点にて必要となる。LNG輸入
大国日本では、後者の受入基地が多数
建設/稼働していて、世界最大の消費国
である。極低温液体の貯蔵運搬には高度

なテクノロジーと経験値を必要とし、加え
て、耐震性や火災安全性が重視される。
LNG貯蔵施設はいくつかの形式がある
が、ここでは、地上式タンクと地下式タン
クを紹介する。
　地上式LNGタンク(Ground LNG Tank)：
大阪ガス泉北製造所第一工場に建設さ
れたPCLNGタンク[Photo1]は、23万klの
貯蔵容量を有し、地上式LNGタンクとし
ては世界最大規模（一般家庭の約33万戸
分の年間使用量に相当する）。これは、外
径約90m高さ約60mの円筒形構造（+ドー
ム式屋根）で、大阪城天守閣が土台の石
垣ごと2つすっぽりと入るほどの大空間。
このような地上式タンクの場合、液化ガス
を貯槽する鋼製タンク（1次容器）、保冷材
（断熱材）、および漏液防止のためのPC
防液堤（2次容器）にて構成され、多数の

基礎杭にて支持される[Photo2]。
　地下式LNGタンク(LNG Underground 

Tank)：東京ガスLNG袖ケ浦工場[Photo3]

は、千葉県袖ケ浦市の臨海部に建設され

た世界最大級のLNG基地（東京電力との

共同基地として、多数のタンクが計画的に

配置されている）。1973年、国内初のLNG

専用工場として稼働し、現在は、主としてブ

ルネイ、オーストラリア、マレーシア、インド

ネシアより輸入され、都市ガスおよび発電

用燃料ガスを製造・供給している。

　地下式タンクの場合、周辺地盤の水圧

と土圧を受ける鉄筋コンクリート製躯体

を構築し、内面に断熱材と液密性を保持

するステンレス製メンブレンを設置する

[Photo4]。タンク底部と側部には、地盤凍

結を制御するためヒーターが設置される。

1 地上式としては世界最大容量のPCLNGタンク【提供 大阪ガス】 2 地上式PCLNGタンクの構造【提供 大
林組】 3a 世界最大級のLNG基地 袖ヶ浦工場【提供 東京ガス】 3b 地下式LNGタンクの内部構造（側壁のメ
ンブレンが光って見える）【提供 東京ガス】 4 地下式LNGタンクの断面構造【提供 東京ガス】

1 ２ ４
3b3a

■大阪ガス 公式サイト　https://www.osakagas.co.jp/company/enterprise_future/article2/
■大林組 公式サイト　https://www.obayashi.co.jp/thinking/detail/project23.html
■東京ガス 公式サイト　https://www.tokyo-gas.co.jp/kids/genzai/g2_1.html
https://www.tokyo-gas.co.jp/Press/20191101-01.html
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　理系学生でも苦手な幾何学（Geometry）
が、道路施設であるジャンクションJCTや
インターチェンジICの道路線形の設計に
役立っている。道路線形に用いられるク
ロソイド曲線（Clothoid Curve緩和曲線）
をご存知だろうか。これは、快適かつ安
全なハンドル操作のための道路線形とし
て広く活用され、かつてドイツの高速道
路Autobahnにて導入された言われてい
る。直線⇒クロソイド曲線（緩和曲線）⇒
単曲線を組合せた連続的な幾何学形状
は、また優美なアートを醸し出す。
　かつて華麗優美なジャンクションは近
代都市の近未来図であったが、全国に高
速道路網が行きわたった21世紀には日
常の原風景ともなっている。[Photo1]～
[Photo3]にて、国内でも良く知られている
3つの道路施設を紹介したい。

　[Photo1a], [Photo1b]東大阪ジャンク
ション（大阪府東大阪市）：阪神高速13号
東大阪線と近畿自動車道の交差分岐。
都市型JCTの中では類例の少ない対称
形をなす。近隣に恰好の撮影スポットが
あり、土木ファン達がJCTのダイナミズム
を写し出してくれる。
　[Photo2a], [Photo2b]横浜青葉ジャンク
ション（横浜市青葉区）：東西の大動脈東
名高速に設置され、南北に1.5kmほど伸
びる大規模なY型JCTを形成している。
周辺の首都高横浜北西線、国道246号
線、第3京浜への接続により、その利便性
は格段に向上している。
　[Photo3] 首都高速道路 箱崎ジャンク
ション（東京都中央区）：首都高6号向島
線と9号深川線の合流地点箱崎JCTは、
仲間内ではよく知られた”ジャンクション
萌え”スポット。下から見上げたその様
は”ヤマタノオロチ”の異名をとる。夜の帳
が降りる頃、辺りの喧騒は消え、首都高
速道路の毛細血管が集約した構造美が
際立つ。
　これらの道路施設は、20世紀後半に竣

工/供用されている
ことを付記したい。
国土交通省、高速
道路会社、道路公
社 etc.の主導による
道路技術の開花が、
更なるモータリゼー
ション（これも古く
なってしまったか）を
加速している。地理
的条件や用地取得
の制約を受け、教科
書通りの理想的な
幾何形状を描けな
いことも日本特有の事情だ。（大仰な言い
様ではあるが）天が与えし試練を先進の

道路エンジニアリングが克服したとしか
言い様がない。

Episode26

心躍る高速道路の立体交差：JCTとIC
― 大地に刻まれたクロソイド曲線を俯瞰する ―

https://www.facebook.com/
forum8JP

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

フォーラムエイトはfacebook、Twitter、Instagram等の各種SNSで最新の情報をお届けしています。
ここではFacebookで公開された吉川弘道執筆による連載『土木が好きになる27の物語』のエピソードを順次ご紹介していきます。

https://twitter.com/
FORUM8JP

■立体交差の施設用語を確認しよう
ジャンクションJunction：高速道路相互を直接接続するイ
ンターチェンジのこと。・インターチェンジInterchange：立
体交差する道路相互間、または近接する道路相互間を
連絡路によって立体的に接続する施設。・ランプRamp：
ICやJCTなどの道路相互を繋ぐ高低差のある傾斜路。

1a

【参照 /出典サイト】
■国土交通省　https://www.mlit.go.jp/road/soudan/soudan_01b_05.html
■NEXCO西日本 東大阪JCT　https://www.w-nexco.co.jp/search/jct_map/kansai/pdfs/higashi_osaka.pdf
■首都高速道路：首都高北西線の概要 横浜青葉JCT・横浜青葉出入口
　https://www.shutoko.jp/ss/hokusei-sen/guide/

2a

2b

1a 東大阪JCT 全体写真　1b 東大阪JCT 路線図【出典：https://www.
w-nexco.co.jp/search/jct_map/kansai/pdfs/higashi_osaka.pdf】2a 横浜
青葉JCT 航空写真　2b 横浜青葉JCT路線図【提供：首都高速道路㈱】

1b

3 首都高速道路 箱崎JCT（東京都中央区）【撮影：林直樹氏】
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　最終回Episode27では、土木工学の
老舗ともいうべき、水工学（Hydraulic 
Eng i nee r i ng）と河川構造物（River 
Structures）に焦点を当てた。
　[Photo1]模式図による河川構造物の
説明：最初に、河川工学に関する基本用
語について復習しよう。本川、支川、派
川、遊水地、調整池などが基本用語。右
岸（下流に向かって右側）と左岸につい
ても確認されたい。構造物では、先ず堤
防や護岸、水制工が基本であり、築造構
造物としては樋門（ひもん）、樋管（ひか
ん）、水門、閘門（こうもん）、排水機場な
どが挙げられる。加えて、霞堤、輪中堤、
越流堤もよく知られているが、その意義
と工法は、江戸時代（あるいはそれより
以前）に遡り、いわゆる河川工学の起源

とも言える。
　そして、紹介する河川施設の実構造物
だが、迷いに迷って3件を採り上げたが、
なんと いってもそのフォルムが頼もしく
そして美しい。
　[Photo2]百間川河口水門（中国地方整
備局 岡山河川事務所）：流域内の治水安
全性向上のため河口東側（左岸側）に増
設された平成水門。耐震性/経済性/景観
性を考慮して、ライジングセクターゲート
（純径間33.4m×有効高6.9m）を採用。
　[Photo3]荒川放水路 新旧岩淵水門
（東京都北区）：旧水門（赤水門）は、
隅田川の氾濫を防止するため、大正13年
（1924年）荒川放水路と隅田川の分派
点に建設された。その役目は、昭和57年
（1982年）岩淵水門（青水門）に引き継

がれた。新旧合わせて100年間、東京東
部低地の洪水を制御している。
　[Photo4]栢山頭首工（神奈川県開成
町）：頭首工とは、河川から農業用水を
取水する施設。ここでは、第一洪水吐、
第二洪水吐、土砂吐、魚道、右岸取水
口、左岸取水口にて構成される。洪水吐
は鋼製油圧転倒ゲートで７門、土砂吐は
鋼製油圧ローラーゲートで１門、魚道は
階段式魚道、左右の取水口は鋼製スライ
ドゲートとなっている。
　それぞれの河川施設は、地形的地質
的条件、気象気候条件、仕様(スペック)、
経済性により、様々な形態をとる。竣工
すれば、河川に寄り添い100年供用され
る一品生産でもある。
　これらの河川施設の多くは、また、農業
土木工学（Agricultural Engineering、また
は、Irrigation, Drainage and Reclamation 
Engineering）の施設であることも付記し
たい。最近知ったが、国際機関ICID（国
際かんがい排水委員会1950年創設）が、
100年以上前に築造された施設を対象と
して“世界かんがい施設遺産”を認定して
いる。現在15ヵ国107施設が登録されて
いるが、そのうち日本国内のものが40％
を占めている（”かんがい大国ニッポン” 
読売新聞2021年3月16日朝刊）。我が国
は、古（いにしえ）より今日この日まで、治
山治水に利する施設の開発に腐心した証
である。
　改めて、『善く国を治むる者は、必ずま
ず水を治む』。

Episode27

土木工学の老舗：河川構造物大集合
― 河川に寄り添い100年供用される一品生産 ―

Discover Doboku 日本の土木再発見　https://www.facebook.com/DiscoverDoboku
土木ウォッチング -インフラ大図鑑-　https://www.doboku-watching.com/

吉川 弘道 関連サイト

2 百間川河口水門（平成水門）（中国地方整備局 岡山河川事務所）【提供：山陽新聞社2013年12月4日掲載記事】
3 荒川放水路 新旧岩淵水門（東京都北区）【提供：関東地方整備局 荒川下流河川事務所】https://www.ktr.mlit.go.jp/arage/arage_index003.html
4 栢山頭首工（神奈川県開成町）【出典：神奈川県 県西地域にある農業土木施設の紹介】https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2g/cnt/f417344/p18284.html

1

２ 3 4

1 模式図による河川構造物の説明【出典：国土交通省 水管理・国土保全】
　  https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/kasen/jiten/yougo/05_06.htm

■ 『善く国を治むる者は、必ずまず水を治む』
中国の故事に遡る国家の大計は、河川工学や水工学の
原点でもある。近代において、なお深刻な風水害や土砂
災害が繰り返されるが、最先端のエンジニアリングが一治
一乱の歴史に終止符を打つことを期待したい。
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　Webサイト土木ウォッチングに投稿
公開されたポスターコーナーのうち6つ
の事例をEpisode余話としてお届けした
い。紹介する土木ポスターは、その目
的、対象、手法などが全く異なり、制作
者がいわゆる土木屋ではないことも、新
鮮な気付きに繋がる。対象とする土木た
ち（≒社会インフラ）は、その構造と役
割が単純ではなく長い長い物語になる
が、伝えたい一断面、輝く一断面を切り
取るものである。
　[Photo1]インフォグラフィックス：“さが
み縦貫道路”
インフォグラフィックスInfographicsと
は、情報や概念を画像で表すもの。神奈
川県を縦断するさがみ縦貫道路を題材
とし、県内主要道路としてのインフラス
トック効果をグラフィックで伝えるもの
である。
　[Photo2]ダムは生きている：ロックフィ
ルダムの堤体挙動観測
ダムには膨大な水圧が作用し、環境条
件も刻々変化し、時に強震動を受けるこ
とがある。このため安全性確認を目的と
する常時堤体観測がなされている。この
例では、ロックフィルダムを対象とした
堤体管理計測と地震時挙動観測をコン
パクトに表している。
　[Photo3]土木の不思議：よく似ている
橋脚と歯科インプラント

橋梁に多用される単柱式橋脚（画像左）
と人工歯根歯科インプラント（画像右）
を併記比較している。両者は全くの別物
で構造寸法も異なるが、驚くことにその
メカニズムは酷似する。ともに頂部に過
大な荷重が作用する耐荷構造であるこ
とが共通する所以であり、数十年のミッ
ションを託されている。

　[Photo4]“デザイナーズ土木”の提案：
首都高速道路五色桜大橋
荒川べりに桜が咲くと、ダブルデッキ式
ニールセンローゼ橋は、凛とした造形美
を放つ。新参者の最先端橋梁が現地に
受け入れられた瞬間である。五色桜大橋
は高架橋としての100年間のミッションが
託され、やがて原風景として溶け込む。

　[Photo5]人類のために潰えたもの達：
RC供試体へのオマージュ
破壊モードは曲げ破壊とせん断破壊に
大別でき、耐力や変形などの実験結果
は耐震設計に生かされる。学生達は実
験を体験して多くを学び、そして耐え忍
ぶ崩壊過程に感動すら覚える。このポ
スターは、“人類のために潰えた（ついえ
た）もの達へのオマージュ”でもある。
　[Photo6]図書館企画展『DISCOVER 
DOBOKU』の会告ポスター 
第7回 企画展のテーマは、”画像で巡る
鉄道・道路・ダム・橋梁・空港”。中央に据
えた明石海峡大橋の桁下から仰ぐ世界
一の中央支間に平伏す思い。白抜きの企
画展タイトルとともに、図書館企画展の
開催趣旨を単的に伝えるものある。

Epilogue

社会インフラの意義と醍醐味を饒舌に語る土木ポスター
― 1枚のポスターが描く土木のショートストーリー ―

3

64

1 インフォグラフィック：さがみ縦貫道路のインフラストック効果を探る【制作：東京
都市大学環境情報学部社会メディア学科小池研究室】　 2 ダムは生きている：ロック
フィルダムの堤体挙動観測【提供：共和電業】　 3 土木の不思議：よく似てる橋脚と
歯科インプラントのメカニズム【インプラント画像：若林歯科医院】　 4 デザイナーズ
土木 :首都高速道路 五色桜大橋【Copyright©2014 Wordleaf Corporation】【写真：林直樹氏】　 5 人類のために潰えたもの達：破壊した供試体へのオマージュ【制作：東京都市大
学都市工学科コンクリート研究室】　6 第 7回 東京都市大学図書館企画展「DISCOVER DOBOKU」【デザイン：アドカルチャー・ワークス】

2

5

1

■ “土木ポスター”を提唱します
土木の魅力と意義が凝縮された、たった1枚のポスター
が、寡黙な土木施設(Infrastructure)を饒舌に語ることが
ある。秀逸な土木ポスターは、新たな発見と感動を生む。
連載"土木が好きになる27の物語"の最終回Episode余
話を期に土木ポスターを提唱したい。
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Up&Coming136号 河川余話42

流域及び河川の変遷概要

江戸時代・加賀藩による治水

庄川
vol.10

庄川は、その源を岐阜県高山市の烏
え ぼ し だ け

帽子岳（標高1,625ｍ）に発し、各支

川を合わせて北流し、富山県南砺市で利
と が が わ

賀川を合わせた後砺波平野に出て

日本海に注ぐ、幹川流路延長115ｋｍ、流域面積1,189ｋm2の一級河川です。

　歴史時代以降、庄川の主流は野尻川→中村川→荒俣川と西方に移動し

ながら､中世末は千保川が主流でした。この頃1586年（天正13年）に庄川

上流で大地震（天正地震）があり、扇頂部の庄川町金屋で山崩土砂が庄

川の流れを止め、その堆積決壊による大災害が危惧されました。

　しかし川中に小島があったので、当時の主流だった千保川と小さな支川

だった中田川の二方に分れたので、その被害は少なかったようです。この中

田川の川筋が現在の庄川筋になり、洪水の度に大きくなったのです｡洪水

後に小島のお蔭で洪水被害が少なかったとし､加賀藩主前田利長がこの小

島に弁財天社を建立し水神として祀りましたが、その後の大出水のため本

殿は右岸山麓に移転されました｡

　上記のように古来庄川は平野に出た後、扇状地を発達させてきたのです。

　この流れを中田川に一本化するために、二代目の藩主前田利常が1670年（寛文10年）から扇頂部

で始めた築堤工事が､「松
まつかわよけ

川除｣（延長約1.5ｋｍ：堤防を固めるため松が植えられました）と呼ばれ

るもので、45年の歳月と100万人を要して完成しました｡その後1772年（明和9年）、融雪洪水による堤

防決壊がありましたが、現在も霞堤として効用を果たしています。

富山県･岐阜県 

松川除

庄川は小矢部川の支川を､西方から順次本流としながら成長

弁財天神社（元雄神神社）写真1 

図1

写真2 

図1 写真1

写真2 
現▶近代の治水

図2
小矢部川との分離工事図2 

　庄川の国直轄事業は、河川法制定前の1883年（明治16年）に開

始されましたが、1886年（明治19年）に打切り竣工となりました。

その後1896年（明治29年）に河川法が制定され、1900年（明治33

年）、庄川は同法による富山県最初の国直轄事業に採択されました｡

　その事業の内容は、川幅の拡張及び小矢部川との分離工事で

す｡ 分離工事は左図の旧河道を廃止して下流に新河道（L≒5km､

川幅約450m）を新設する工事です。この事業は1914年（大正3年）

までの15年の継続事業となり､現在の姿となったのです｡



ＮＰＯ法人 シビルまちづくりステーション
http://www.itstation.jp/
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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.125をご覧ください。

1）｢地震の日本史｣ 寒川 旭　中公新書1922　2007年11月発行
2）国土交通省HP
　 http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen/jiten/nihon_kawa/
3）｢富山工事事務所六十年史｣ 建設省北陸地方建設局富山工事事務所
　 1996年2月発行（非売品）
4）｢とやまの水｣ 深井 三郎　北日本新聞社  1985年3月発行

<参考文献>

1989年（平成元年度）支川利賀川で計画中だった｢利賀ダム｣の実施計画調査

が採択されました｡ ダムは高さ112ｍ､堤体積49万m3の重力式コンクリートダム

です｡

　その目的は洪水調節（ダムサイトで500m3/s調節）､流水の正常機能維持及び工

業用水（日最大8,640m3）の開発を行うもので、総貯水容量31,100千m3です｡

　現在､国道471号の利賀大橋が完成し､一部供用している段階で､2021年（令和3

年度）から転流トンネルに着工し､ようやく本体工事に着工する予定です｡

利賀ダムの建設

　水利用については、農業用水として砺波及び射水平野の水稲栽培を中心に

15,600haのかんがい用水、水道・工業用水として利用されています｡また発電用水と

しての利用も盛んで、1930年（昭和5年）竣工の小牧ダムやその後完成の御
み ぼ ろ

母衣ダ

ム等が階段状にあり、発電所は28箇所で、総最大出力は約100万ｋWです。

発電等の利水

（1）御母衣ダムによって水没する予定だった桜を湖畔の国

道156号沿に移植したのが樹齢450年と言われる荘川桜

です｡

（2）合掌造りは富山県南砺市（旧平村、旧上平村）及び岐阜

県白川村で見られる集落で1995年（平成7年）にユネス

コ世界遺産に登録されました｡

（3）前のページで1585年（天正13年）発生の天正地震につ

いて触れましたが、御母衣ダム湖の上流付近左岸の山

腹にあった帰
かえりくもじょう

雲城が、地震による山体崩壊とともに崩

壊し、現在もその跡形も見つかっていません｡この付近

は金採掘がされていたことから、埋蔵金伝説もありま

すが、確証はありません。

見どころ寄りどころ

写真3 

利賀ダム完成予測図

写真4 

御母衣ダムH＝131m（ロックフィルタム）

写真5 写真6

写真7 

荘川桜写真5

合掌造りの民家写真6

帰雲城址写真7 



Vol.56
名古屋：モーニング

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

１ アイスコーヒーとエビフライサンド 

フォーラムエイト・ラリー
ジャパン2022の地へ 

　2022年もどうぞよろしくお願いしま

す。さて、フォーラムエイト・ラリージャ

パン2022（日本での世界ラリー選手権、

通称WRC）が11月に愛知県と岐阜県で

開催されることになりました。そこで、

今年の都市と建築のブログは、ラリー

の地を巡ります。今回は、名古屋をご紹

介します。

モーニング

　愛知に行くとなると、モーニングサー

ビスが思い浮かぶ。名古屋駅を下りて

地下街へ。知り合いに教えてもらった

「コンパル」で、アイスコーヒーとエビ

フライサンドを注文した（図１）。老舗

の喫茶店である。

　アイスコーヒーは、なんと、氷入りの

グラスとホットコーヒーが別々の容器で

運ばれてきた。筆者はマスクで覆って

いても驚きを隠せない顔をしているが、

店員さんは冷静だ。ここからは、自炊

セッション。ホットコーヒーにクリーム

を入れて、ガラスのコップに注ぎこむ。

　エビフライサンドは、揚げたてのエビ

フライを3本分もはさんであり、写真を

眺めて想像した以上にボリュームたっ

ぷりであった。サンドの並べ方は、フォ

トジェニックを意識していないのか、横

並びであった。立てようとすると、エビ

が踊り出してサンドが崩壊しそうで、や

めた。

　尚、「モーニングサービス」略して

「モーニング」は朝食を意味するが、外

国では通じないので要注意である。

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56回。
毎回、福田氏がユーモアを交えて紹介
する都市や建築。今回は名古屋の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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　ナナちゃん人形の足元でシェアサイ

クルを借りてポタリング（図２）。名古

屋の中心部は碁盤の目。まずは東へ、

堀川を過ぎてから北上する。

名古屋城

　現在の名古屋城は、徳川家康の命に

より築城された。大阪城、熊本城と共

に、日本三名城に数えられる。

　朝のお堀はほんとうに静かだ。城の

北側にある名城公園側からは、天守を

望める。丁度、朝日が金の鯱を照らして

いた（図３）。さて、ここから熱田台地を

南へ下っていこう。

　名古屋城の南には、名古屋市役所本

庁舎と愛知県庁本庁舎が並び建つ（図

４）。いずれも近代建築で、国の重要文

化財に指定されている。

　名古屋市役所本庁舎は、昭和8年

（1933年）完成。三代目の庁舎であり、

近代的なビルに和風の瓦屋根が載せら

れた、和洋折衷の様式。中央にはシン

ボリックな時計塔がそびえ、緑青の瓦

屋根の頂部には4匹の鯱がにらみを利

かせている。

　愛知県庁本庁舎は、昭和13年（1938

年）完成。ロの字型に配置された建物

の三方の中央には、名古屋城の大天守

を思わせる破風付きの入母屋造屋根が

載る。

　市庁舎と県庁舎が名古屋城を意識し

てデザインされている。ここまでの事

例は他の都道府県にあるのだろうか。

久屋大通公園のPark-PFI

　名古屋には、戦災復興街路として幅

100mの道路（100m道路）が2本も整備

されている。久屋大通りと若宮大通り

である。100m道路と言っても、幅100m

の全てが車道に使われている訳ではな

く、大きな中央分離帯が緑地公園とし

て整備されている。

　久屋大通りは2020年、日本最大級の

Park-PFI事業「Hisaya-Odori Park」と

して再生された。北側の公園入口から

は芝生広場が中央に整備され、両側に

は商業施設が建つ。テレビ塔の南側に

は、長さ80mの巨大な水盤が設置され

ている。丁度、ミストの演出がはじまっ

た（図５）。

5 Hisaya-Odori Parkとテレビ塔 

3名古屋城とシェアサイクル
4 名古屋市役所と愛知県庁  

2 ナナちゃん人形 

３ ４
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　Park-PFI制度（公募設置管理制度）

では、都市公園において、飲食店、売店

などの公園施設の設置や管理を行う

民間事業者を公募により選ぶ。民間事

業者が設置する施設から得られる収益

を、公園整備に還元することを条件と

して、事業者には都市公園法の特例措

置がインセンティブとなる。

宮の渡し

　若宮大通りを過ぎると、整然として

いた碁盤の目の街区は下町っぽくな

り、大須商店街にさしかかる。この商店

街には、先ほどモーニングしたコンパル

の本店があるのだが、その向かいにあ

る萬松寺は、織田信長の父・信秀が建

立した織田家の菩提寺（図６）。父の葬

儀の際、信長が位牌に抹香を投げつけ

たという有名な逸話が残る寺院。もっ

とも、現在の寺院は、1994年に完成し

たビルであり、本堂にあるからくり人形

「信長」は、桶狭間への出陣前に舞っ

た幸若舞「敦盛」を再現している。

　真宗大谷派名古屋別院は、信長の

父・信秀が築いた古渡城の跡地に建つ

寺院。信長は、この城で元服した。

　熱田神宮を過ぎて、「宮の渡し公

園」に着いた。昔の東海道では、この

辺りは「宮」という名の宿場であり、東

海道一の大宿であった。お江戸日本橋

から347.6km、東海道第41宿。今も船

着き場がある。常夜燈や鐘楼や古い建

物があり、往時の雰囲気を感じさせる

（図７）。

　東海道では、「宮」宿の次となる三重

県「桑名」宿へは、七里（27.3km）を船

で渡る必要があった。しかし、風がある

と船酔いをするし、海が荒れると船の

出が遅れてしまう。そこで、熱田から佐

屋まで陸路をいく佐屋街道が整備され

た。それでも三里の船路で桑名に渡っ

たのである。

堀川

　宮の渡し公園からUターンして、今度

は、名古屋駅方面へ北上していく。近く

で、2度目のモーニング。電動アシスト自

転車を借りているが、ポタリングを続

けていると、小腹がすくものだ。

　熱田台地の西を流れる堀川は、名古

屋城の築城に併せて、福島正則によっ

て掘削・開削された。当時は名古屋城

と熱田宮の渡しを結ぶ延長約6kmの川

であったが、その後、上流部の開削や

下流部での新田開発が進んだ。

　他の都市河川と同様、昭和の中ごろ

までは、木材、穀物、海産物などを運

ぶ物流の大動脈であったが、やがて、

水上交通から陸上交通に移行してから

は、人々は水辺から遠ざかっていった。

その後、水の浄化やまちづくりへの取

り組みなどが行われている。

　松重閘門は、堀川と「東洋一の大運

河」と呼ばれた中川運河を結び、パナ

マ運河と同じ方式で水位を調節してい

た。東西長さ90mの水路の両端に高さ

20mの塔が2本ずつ、ヨーロッパの古城

を思わせるフォルムである（図８）。

有松

　電車で有松へ。東海道の鳴海宿（40

宿）と池鯉鮒宿（ちりゅう。39宿）の間

に開かれた。鳴海と池鯉鮒の間は11km

と長く、また、寂しい場所であったた

め、間の宿として作られた。そして、こ

の地に移住した竹田庄九郎らが、九州

から名古屋城築城に来ていた人の絞り

染めにヒントを得て、有松絞りという新

しい産業を生み出した。

　ゆるやかに曲がる東海道沿いに、商

家の主屋や蔵が並んでいる。2016年に

は、重要伝統的建造物群保存地区に選

定されている（図９）。

8 松重閘門 

6 萬松寺　
7 宮の渡し公園 

６

７
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桶狭間古戦場

　桶狭間古戦場は、いつか訪れたかっ

た場所。約460年前、兵力で圧倒的に劣

る織田信長の軍勢が、奇襲攻撃によっ

て敵方大将である今川義元を討ち取っ

た戦いである。

　桶狭間の戦いを描いた浮世絵を眺め

ると、深い山の中で戦われたように思

えていたが、この辺りは大阪大学のあ

る吹田市の千里丘陵のようであり、結

構な坂が連なる地形、丘陵地である。

　有松から国道1号線を過ぎ、高根山

に登る（図10）。標高54.5m、この辺りで

一番高く、今川軍の前衛隊がここから

鳴海城方面の善照寺砦、中島砦の織田

軍の動静を監視した。山へ登る坂道は

一直線で、傾斜が厳しいのであろう、ア

スファルトではなく、コンクリートで舗

装されている。バイクがエンジンをか

けずに下りてきた（図11）。

　七ツ塚は、信長が義元を討ち取った

後、勝どきを上げ、村人に戦死者を埋

葬するように命じたとされる塚のひと

つ。おけはざま山は、今川義元が本陣

を敷いた地。近年、住宅地開発が進

み、これらの碑は、住宅と住宅の間や、

住宅の前に置かれるようになった（図

12）。

　桶狭間古戦場公園は、桶狭間の戦い

の中心地で、田楽坪とも呼ばれた。義

元最期の地であり、信長と義元の銅像

9 有松のまちなみ　10 高根山 
11 高根山への坂道　12 おけはざま山 

９

11

10

12
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が建立されている（図13）。

　観光案内所に立ち寄ると、大高方面

へ路線バスでたどりつけると知り、案

内所そばのバス停から名古屋市営バス

に乗った。

大高

　桶狭間の戦いの時、松平元康（徳川

家康）は今川勢であり、大高城にいた。

大高に行きたかったのは、そのことも

あったが、名古屋市内の5軒の酒蔵のう

ち大高には3軒があることも大きい。

　大高駅のひとつ手前の丸根という停

留所でバスを下り、桶狭間の戦いの前

哨戦として、織田軍と今川軍が戦った

丸根砦跡をぐるりと巡ってから大高城

址へ（図14）。

　大高城址に登り着いたら、自転車に

乗った騎馬女子隊（子どもたち）に「お

じさんはここに興味あるのか？」といき

なり攻められた。「あるよ。なので大阪

から来たよー」と答えたら、彼女たちは

古い小判や丸瓦などの宝物をうれしそ

うに見せてくれた。この辺りの子供たち

にとって、歴史との触れ合いはこれほ

ど当たり前なのだろうか。

　集落は古い町並みが残っており、素

朴な感じである。その中で、酒蔵は規

模が大きく、黒壁・黒塀がカッコいい

（図15）。神の井酒造のご主人に、古く

から良質な水が湧き、酒造りが栄えた

こと、造った酒を前の川から海へ出て、

知多半島の亀崎に集めていたことを教

えていただいた。折角なので、行ってみ

よう。

亀崎

　大高から大府まで行き、そこから武

豊線に乗りかえて亀崎へ。亀崎駅は、

1886年に建設された、日本最古の現役

駅舎とされる（図16）。

　海沿いの集落まで下りると、リノベー

ションされた3軒長屋はおやつタイムで

賑わっていた（図17）。この辺りの集落

には「せこみち」と呼ばれる路地が数多

い。大坂と呼ばれる坂を登りきって振

り返ると海が見えた（図18）。

　潮干祭は、300年以上も続くといわ

れる神前神社の祭礼であり、5輌の山

車を潮干の浜に曳き下ろす。今年の5月

は是非、祭り一色の姿を見たいものだ

（図19）。

15 大高の酒蔵

13 桶狭間古戦場公園 14 大高城址

大高の純米酒
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16 亀崎駅 17 三軒長屋

19 潮干祭まであと・・・ 

　最後になるが、名古屋をポタリング

し、歩いていて感心したことは、横断歩

道で車が必ず停まってくれたことだ。

　大変ありがたかった。当たり前のこと

なのだが、是非、拡げていってほしい。
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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。

夜の久屋大通公園ミズベヒロバを再現し、コーヒーカップやシュガーポットの質感表現など、高品質な画像を生成しています。

「名古屋」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･名古屋 by UC-win/Road

今回は、2020年9月オープンのHisaya-

odori Park（久屋大通公園）を作成しまし

た。公園内と久屋大通の沿道建物には、

PLATEAUのテクスチャ付データを使用

し、まちなみの中の道路走行を再現してい

ます。公園内では、名古屋市民のオアシスと

なっているミズベヒロバと、大型デジタル

サイネージが設置されたメディアヒロバを

表現しました。ミズベヒロバの全長約80m

の水盤とミストは、湖沼機能と煙機能によ

り表現しています。メディアヒロバの階段と

エスカレータはパラメトリックモデルで作

成し、歩行者ネットワークにより行き交う人

の流れを再現。デジタルサイネージはビデ

オウォール機能により表現します。

VR-Cloud®閲覧URL
http://www.forum8.co.jp/topic/toshi-
blog56.htm#city

パラメトリックモデルによるメディアヒロバ 久屋大通のPLATEAUモデルのまちなみを北上

湖沼と煙機能を使用したミズベヒロバ

CGレンダリングサービス
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▶

2,750円（税抜2,500円）価格

高度な業務展開を視野に入れたCIMの実践書として好評を集めた2016年発行
書籍がリニューアル。i-ConstructionやVRプラットフォーム、DXなどのトピック
を新たに盛り込んだ、建設ICT指南の決定版。

Up&Coming の人気コラム「都市と建築のブログ」の連載50回を記念して出版。
過去記事に加えて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します。発刊にあたっては、紙面と連動して「3D
デジタルシティ都市と建築のブログ」の特設サイトをリニューアル。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。

2,750円（税抜2,500円）価格

2,090円（税抜1,900円）価格

index

都市と建築のブログ 総覧 電子版

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：大阪大学大学院准教授　福田知弘

著者：FORUM8 Shade3D開発グループ

フォーラムエイトの新刊書籍

監修：家入 龍太　編著：フォーラムエイト

◀書籍のご購入はフォーラムエイト公式サイト
　または amazon.co.jp　rakuten.co.jp　yahoo.co.jp

 にてお買い求め頂けます

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。

第1章　建設業に革命を起こした
　　　  BIM/CIMとは
第2章　BIM/CIMを図面、
　　　  CG以外に活用しよう
第3章　BIM/CIMモデルを生きた
　　　  VRシステムに進化させる
第4章　BIM/CIMモデルで
　　　  シミュレーションしよう
第5章　BIM/CIMモデルを
　　　  機器やクラウドとつなごう
第6章　BIM/CIMを支える技術力
　　　  ～フォーラムエイトの最新技術～

VR言語学習研究における知見とフォーラムエイトの
VRモデリング技術が結集し、3DVRで再現された日
本の世界文化遺産をクラウドで操作しながら楽しく
学べる新しい学習コンテンツ。

「VRで学ぶJAPANガイド」
監修：マサチューセッツ工科大学 相川孝子
学校法人佐野学園神田外語大学
言語メディア教育研究センター
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豊かな日本文化の中で育まれたマンガ・アニメ・
ゲームの歴史と、国内に留まらず世界でも注目され
る“MANGA”の未来について、MANGA議員連盟
の会長として活動を続ける著者が考察。

「MANGAの歴史と未来」
著者：MANGA議員連盟会長／衆議院議員
　　  古屋圭司

『公式ガイドブック2020』と
  同時購入で20%OFF！

通常価格

セット販売価格

税込 ¥5,500

¥4,400税込



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/

　新しい年2022年も世界のスポーツ界

は、まずはオリンピック"騒動"で幕を開

けそうだ。

　21年11月､プロテニス選手で女子ダ

ブルス世界ランキング1位にまでなった

経験のある彭帥選手が、中国共産党幹

部の元副首相に性的虐待を受け、不

倫関係を強要されていたとの告白をイ

ンターネットに投稿。その後消息不明

に陥っていた事件は、IOC（国際オリン

ピック委員会）バッハ会長がテレビ電話

で無事を確認した、と彭さんの笑顔の

写真付きで公開。

　これは、何としてでも22年2月4日開

幕の北京冬季オリンピックを無事に開

催したいIOCバッハ会長と中国の習近

平主席によるヤラセではないかと誰も

が思った事件だった。

　実際、WTA（世界女子プロテニス協

会）のスティーヴ･サイモン氏は､中国当

局の発表した子供たちと彭選手のテニ

ス交流動画とともに、｢彭帥さんの自由

な発言､行動とは思えない｣と疑義を呈

し、WTAは多くの女子プロテニス大会

を中国で開催する予定だったが、｢疑

惑が完全に晴れない限り、それら中国

でのすべての大会の開催を見合わせ

る｣とまでの決定を下した。

　一方アメリカやイギリスは北京冬季

五輪の政治的ボイコット（選手は派遣す

るが政府関係者は大会に参加しない）

を主張し始めた。

　また、この"彭帥事件"が起きる前か

ら、アメリカも｢ジェノサイド（民族大量

虐殺）｣と非難していたウイグル族への

中国当局の弾圧政策や、内モンゴル

自治区でのモンゴルの子供たちへのモ

ンゴル語禁止、中国語使用の強制、チ

vol.17

北京冬季五輪｢人権問題｣｢ボイコット
問題｣東京大会の｢決算問題｣と、
オリンピッ クの問題を考え続けたら､
最後は｢五輪中毒症｣という日本の問題
に辿り着いてしまった！
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ベットや香港での民主勢力への弾圧な

どに対する抗議活動は世界中に広が

り、ヒューマン･ライツ･ウォッチ（HRW）

をはじめとする多くの世界人権団体が

北京冬季五輪のボイコットを呼びかけ

始めた。

　多くの人々から､その言動を否定され

たIOCバッハ会長は､どのように失地を

回復するのか？ 彭帥さんに｢五輪のと

きに北京で食事しましょう｣と約束した

ことが実現されるかどうか？ もしもす

べてが曖昧なまま北京冬季五輪が開

幕された場合は、1936年ベルリン五輪

の二の舞になりかねない……と断言し

ているのは、作家で歴史家の井沢元彦

氏だ。彼は近著『汚れた｢平和の祭典

｣』（ビジネス社）で《2022年北京オリン

ピックをボイコットせよ》と訴え、でなけ

れば1936年ヒトラー率いるナチス･ドイ

ツのプロパガンダに利用されたベルリン

五輪のように、世界のなかで独裁政権

に自信と力を与えてしまうと警告する。

　このベルリン大会も､開幕前からナチ

スによるユダヤ人迫害が問題視され、

ボイコットの声が世界中で高まってい

た。が、そのときIOCの調査団団長とし

て派遣されたのがUSOC（アメリカ五輪

委員会）会長のアベリー･ブランデージ

で、彼が｢ユダヤ人迫害は存在しない｣

と報告｡その虚偽の報告の結果ボイコッ

トは中止された。その後、ユダヤ人と世

界の人々がどれほど悲惨な災厄に見舞

われたかは歴史に残されたとおりだ。

　ブランデージは後にIOC会長として

東京･札幌両オリンピックの開催に協力

した人物でもあるのだが、IOCとしてベ

ルリン五輪での失敗を繰り返すべきで

はないだろう。

　政治的ボイコットが広がるのか、選

手のあいだにまでボイコットが広がるの

か……予断は許さないが、IOCは｢開催

ファースト｣でなく、世界の人権問題に

も眼を光らせて､中国に意見を申し立

ててこそオリンピックの理念に叶うはず

だが……。

　北京冬季五輪が終わってもオリン

ピックの話題は尽きない。というのは4

月前後に東京オリンピック･パラリンピッ

ク組織委員会が、東京大会の最終決算

報告を出すからだ。

　招致立候補時には約7400億円で開

催する｢コンパクト五輪｣が売り文句だっ

たが、その後、1兆6500億円にまで膨ら

んだ。それは延期に要した追加費用が

積算されていない段階での発表で、さ

らに国と東京都は既に1兆8000億円の

税金を五輪関連費用として使ったとの

報告が会計検査院からなされている。

　合計3兆4千400億円。それだけの金

額が、たった1か月あまりのイベントのた

めに使われたことになるのだが、これに

追加費用が加わって、正確にはいった

いどれくらいの費用がかかったのか、一

切を包み隠さず正確に発表してほしい

ものだ。

　その結果が2030年冬季オリンピック･

パラリンピックの開催を考えている札幌

市の招致活動に大きな影響を与える

はずだ。札幌市は16年11月に開催費

用を4537億円と発表。その後19年7月

に3100～3700億円と経費を削減。21年

11月29日にさらに切り詰めた予算2800

～3000億円を発表。内訳は施設整備

費800億円、大会運営費2000～2200億

円。開閉会式を行う札幌ドームをはじ

め施設は一切新設せず、会場も帯広、

ニセコ、長野と､既存施設の存在する

各地に広げるという。

　が、はたしてどうなることやら。東京

大会でもわかったように、オリパラをや

ろうとしているひとたちは大風呂敷を

広げず、小さな風呂敷を徐々に広げて

ゆくからタチが悪い。

　さて札幌冬季五輪が開催できるか否

かは来年（23年）のIOC総会を待つほか

ないが、最近少々面白い発見をした。

それは第二次大戦後サンフランシスコ

平和条約が発効して日本が独立した

1952年以後2021の東京五輪開催までの

うち、実に｢58年4か月=84％｣にあたる

期間をオリンピックの招致活動や開催

準備活動に費やしているというのだ。

　招致立候補した都市は東京（4度）札

幌（4度）長野､名古屋､大阪各1度で、こ

のデータを提供してくれた一橋大学の

坂上康博教授は日本人は｢オリンピッ

ク中毒か五輪依存症。国内のス

ポーツが社会になくてはならな

い文化と認められていないから

でしょう｣と言う。

　国内スポーツがなくてはなら

ない文化と認められていないか

ら、オリンピックを招致するとき

くらいしかスポーツに税金が注

ぎ込まれない。そこで何度も

オリンピックを呼んで頼る(依

存する)ことなる。

　ニューヨーク･ヤンキース

やロサンゼルス･ドジャー

スにも多額の税金によ

る援助があることなど、

我々日本人は｢スポー

ツを育てる方法｣を

勉強し直す必要

がありそうだ。

北京2022 オリンピック｜次期冬季オリンピック競技大会
https://olympics.com/
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　2020年シーズンのWRC（世界ラリー選手
権）の一戦で、約10年ぶりに日本ラウンド開
催が決定した2019年、そのテストイベントとし
て位置付けられた「CentralRally Aichi/Gifu 
2019」が開催。ノンタイトル戦とはいっても、全
日本トップ選手たちが白熱のバトルを繰り広げ
るラリーとなり、WRCへの期待が高まりました。
残念ながら、2020年、21年ともにWRC開催
が叶わず抱いた悔しさを、選手、スタッフ、関係
者が「開催するパワー」に置き換え、感染予防
対策など、これまでなかった課題を解決しながら
「フォーラムエイト セントラルラリー2021」を成
功に導きました。
 
　セントラルラリーのオープニングセレモニー
に先駆けて、「フォーラムエイト・ラリージャパン
2022」の開催概要発表が行われ、大会名称
『FIA世界ラリー選手権（WRC）フォーラムエイ
ト・ラリージャパン2022』が来年2022年11月
10～13日に開催されることが発表されました。

　ラリージャパン事務局長の鈴木賢志氏、自
民党モータースポーツ議連会長の古屋圭司議
員、愛知県大村秀章知事、岐阜県古田肇知
事。GAZOO Racing Company佐藤恒治氏、
岡崎市長中根康浩氏、豊田市長太田稔彦
氏、恵那市長小坂喬峰氏、中津川副市長渡
辺卓氏、そして協賛社の代表としてフォーラム
エイト伊藤社長が参加し、WRC開催に向けて
の熱い思いを語りました。

　古屋議員は、日本が世界一の自動車産業
を誇っているにもかかわらず、モータースポー
ツ文化が根づいていないこと、若者が働い
て、お金を貯め、レースに出ることで車の楽
しさ、危ないことを知る。その好循環を通して
モーター文化を定着させていこう。正しい情報
を理解しPRして、本来の意味を知って盛り上
げることが重要で、まちおこし、地域振興、青
少年の健全育成などを目指し、それが日本を
元気にしていくきっかけになると語られました。

　古屋議員は現在も草レースの現役レーサー
として活動中です。また、フォーラムエイトのVR
シミュレーションソフトについて、モータースポー
ツをより効率的にすることに役立てられる、ふ
さわしいプロダクトであるとコメントされました。
　愛知県大村知事は、愛知県は世界一の自
動車産業の集積地。自動車、自動車文化、
モータースポーツを国内外に広め、ヨーロッパ
と並んで、自動車文化、モータースポーツの
中心、聖地をめざす。ラリージャパンを機に、さ
らにモータースポーツを広げていけるように、
皆さんと一緒に頑張っていきたい。と力強い
メッセージ。1年後にはオープンしているジブリ
パークについて、ラリージャパンとジブリパーク
の両方を楽しんでいただければと思います。と
しっかりアピール。
　岐阜県古田知事は、岐阜県は2市、中津
川市、恵那市の開催地決定をうけ、大変ワク
ワクしている。かくなるうえは岐阜県民200万

諦めないラリー精神で開催された

「フォーラムエイト 
セントラルラリー2021」

自民党モータースポーツ議連会長 古屋圭司議員 愛知県 大村秀章知事 岐阜県 古田肇知事 GAZOO Racing Company 
プレジデント 佐藤恒治氏
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左）マグロならぬ、ボクサーエンジン解体ショー
右）超生命体も全力応援中

人を挙げて歓迎をし、調整や、様々なイベント
企画はもちろん、ラリージャパンの魅力発信、
そして岐阜県の魅力発信を大いに盛り上げ
ていきたいと意気込みを語られました。
　GAZOO Racing Company プレジデント 
佐藤恒治氏は、ラリーの魅力は世界最高峰
の車とドライバーがしのぎを削ること。同時に
世界各国の美しい景色と車が一体となった
その美しさ、各地域、地域とクルマとともに育
む自然の豊かさといったようなものを感じ取れ
ることもWRCの魅力のひとつ。愛知県、岐阜
県には世界に堂 と々誇れる、美しい里山があ
る。WRCを通じ日本の美しさを是非とも世界
に発信して、この日本の魅力をお伝えしていき
たいと参戦チームを代表してあいさつがありま
した。
　モータースポーツ振興議員連盟の事務局
長に抜擢された衆議院議員の山本左近氏も
会場に駆けつけられました。

左から）開催市町の、中根康浩岡崎市長、太田稔彦豊田市長、
小坂喬峰恵那市長、渡辺卓中津川副市長

安全運転シミュレータの展示
を行いました。別のブースで
入手した紙製のヘルメットを
かぶったちびっ子たちが列
をつくり、順番がくると颯爽
とシートに座り、カッコいい
未来のドライバーデビューを
果たしていました。実際の車
をたくさん目にして、大きな
本物の部品に驚き、そのワ
クワクした気持ちで、VRを
使っての運転体験は、「憧
れの自動車」を知るフルコー
スとして楽しめたのではない
でしょうか。マスクにヘルメッ
トも本物らしい演出に一役
買っています

フォーラムエイトラリージャパン
ブース前には、公式デモカー展示。FORUM8ラッピ
ングカーがお出迎え。WRCオフィシャルグッズはどれ
にしようか迷います

ファンの歓声が響きます。パーク
内にガードレールで仕切られた見学用通路から、作業
の様子を間近に見ることができます

たくさんのギャラリー報道陣が見守る中、スタートフラッグを揚げる弊社 伊藤社長セレモニアルスタート

サービスパーク

バ
ッ
ク
側
コ
ン
コ
ー
ス

セレモニアルスタート

豊田スタジアム イベント会場

イベント会場

イベント会場

サービスパーク

フォーラムエイトの展示ブース

フォーラムエイトラリージャパンブース

バック側コンコース

左から）サンズ鈴木氏、フォーラムエイト伊藤社長、衆議院議員山本左近氏、
古屋議員、大村愛知県知事、古田岐阜県知事、佐藤プレジデント

2022年開催にむけ精一杯の支援をおこない、世界に
向けて発信し、いいラリーが開催されるために尽力しま
す！ （フォーラムエイト 代表取締役社長 伊藤裕二）
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やりたいと思った時に、やってみたらいい！
　ゴール直後、白いリボンとピンクの車体が一際
目立つ Rally Team Kireidokoro の皆さんが
集まっているところを直撃。このチームは女性限
定で、子育て現役中、または卒業された方などが、
「よしもう一回走ろう！」と集まったメンバー。豊富
な経験をもち、女性がもっと参戦できるようになる
ことを願い、奮闘されています。
　「やりたいと思った時に、やってみたらいいんで
すよ」「いつでも大歓迎。最初はみんな初めてだ
から、いきなりドライバーが無理と思ったら、サービ
スからでもいいし。車のことを知るところからでい
いんですよ」と話す表情は明るく優しい。車の整
備や運営はみんなで力を合わせて行う。試合で
は、ドライバーの日もあればコ・ドラの時もあり、ペ
アも試合ごとさまざまな組み合わせで参戦されて
います。
　あまりにも楽しそうで、自分にもできるんじゃな
いかしら？とうっかり、入会案内ください！と言ってし
まいそうになりました（笑）。

TOYOTA Gazoo Racing 勝田範彦選手・木村裕介選手チーム
R-1クラスで優勝！おめでとうございます！ 表彰式では豊田市 太田
市長からも「ラリーを街づくりにいかす」と力強いメッセージ

フィニッシュ 旭高原元気村

セントラルラリーお楽しみマップ

来た！移動中の選手をトラッキング
するアプリをダウンロードして、待ち
伏せ。（みんな使えます）

ラリーの幕開けを告げるセレモニア
ルスタート。特設ゲートから各選手
が１台ずつスペシャルステージへと
向かっていきます。これから２日間、
長丁場の戦いに挑む選手たちに
声援を送ります

旗と手、全身を使って大アピール。
大人になっても、手を振りかえしても
らえると、控えめにいっても嬉しい

豊田スタジアム近く

林道コース

コースを間違わないように設置するガードの
視認性チェックも入念に行われます

江戸から明治にかけて塩の中継ぎ問屋だった
大和屋さんの前を通過。平入り屋根が特徴的な建物が残る美しい
街並み。ラリーのことを知らずに観光に来ていた人も一緒に応援

林道コース

豊田市稲武町

全体マップ

豊田市稲武

スタート 豊田スタジアム

フィニッシュ 旭高原元気村

岡崎ラリーコース

岡崎城横には「三河武士のやかた家康館」が
あります。岡崎の小学生は全員!?ここで家康
精神を学ぶ重要スポット。今回、唯一SSが観
戦できた岡崎乙川河川敷特設ステージ

岡崎 フォーラムエイトラリージャパンブース

徳川家康公が厄除け祈願した岡崎最古の神社。パワースポットで待機リエゾン 岡崎市 菅生神社前

岡崎ラリーコース　岡崎城をバックにWRCカーによるデモラン

セレモニアルスタート
スタート 豊田スタジアム
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モータースポーツは”暴走集団”に
あらず。硬派で渋い技術者集団だ！
　豊田スタジアムに設けられたサービスパー
クでは各チーム決められた場所で、車両の整
備が行われます。フォーラムエイトのロゴが入っ
た、ゼッケンの役割を果たすステッカーを丁
寧に車両に貼り付ける姿。もともとあるスポン
サーのシールを隠さないように工夫しながら、湾
曲したドアに貼り付ける真剣な眼差しに、「ガチ
勢」の心意気を感じるのでした。

　スタート前日、TOYOTA GAZOO Racing チーム

のガレージでお話を聞くことができました。どうやって

乗り込めばいいのかわからないほど強固に組み上げ

られたロールバー。ともすれば車両本体より高価に

なることもあるというシートは、椅子というよりむしろ、

揺りカゴというか、SF映画のカプセルのよう。激しく

揺れるコースでは、座るというより、力を抜いて、すっ

ぽり身をゆだねているそうです。

　意外な発見は、ペースノート収納ポケットや、選手

によってペンを差し込むところなど、さまざまな工夫

が施されていること。ちなみにエアコンがないので”う

ちわ”は「まぁまぁ必需品」だとか。表情は穏やかです

が、目の奥は職人魂がメラメラ。ここには硬派な技

術者しかいない。

　新技術などを取り入れ、ラリーで酷使した結果を

フィードバックし、市販車の安全や操作性に活用す

るという大事な現場にいることに、武者震い。

意外に気さくな選手、
メカニックの方々。怖くなかった！
　一点を見つめて仁王立ち、腕組みをして無
言、右手を大きく振り上げてキャップを投げ捨て
る。ちょっとそんな現場を想像していました。とこ
ろがそんなシーンに出会うことなく、時間がある
ときはインタビューにこたえたり、見学者との交
流もこなす選手、スタッフ。しなやかにジャッキ
アップしたかと思うと、スルスルとタイヤを外し車
体の下に潜り込む。ほぼ秒でこなす。早い、上
手い、美しい。恐る恐る声をかけると、朗らかに
対応いただき、軽く拍子抜け。

モータースポーツを文化にするとは？
　なにかを社会に根付かせ、文化にするという
ことは容易いことではありません。
　歴史があり、皆が参加して楽しくて、共通の
価値観を持ち、次々受け継いでいくことは1人
でできるものではなく、地域や行政、時に警察
や消防などみんなを巻き込み盛り上げていくこ
とが必要です。かなり困難な課題に見えます。
ラリー会場を見渡すと、犬の散歩がてら3日間と
も訪れる人、岡崎市のステージを観た後、サー
ビスパークも見ておこうと日暮れに早足で来ら
れたご夫婦など、休日のひとときを慣れた様子
でラリーを楽しんでおられました。すでにこの地
域では恒例イベントとして定着してきているよう
にみえます。期間中、豊田スタジアムでは開催
地域や企業のブースが設けられ多くの人で賑
わっていました。

安全安心をつくる志
　フィニッシュを迎える旭高原元気村では、
ゴールのステージ準備が進められていました。
ゲートの位置は、背景の紅葉が効果的に見え
る位置に設置されています。ゴールを待つチー
ムスタッフは、「ベストを尽くして整備しているけ
れど、やっぱり心配は拭えないもの。ラリーコー
スとして使われる日本の道路はヨーロッパと比
べて狭く、仕様も運転操作も日本の道路用に
調整。ラリーという試合でありながら、実証実験
の意味合いも大きく、そのフィードバックで安全
な車づくりに役立てるという大きな目的がありま
す」と語ります。ラリーが果たす役割を知れば知
るほど目が離せません。

ラリー初観戦で知ったこと。
伝えたいこと。

フォーラムエイト ラリージャパン 2022 スポンサー記念
オリジナル卓上カレンダーを作成しました
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　2021年の世界ラリー選手権（World Rally Championship=WRC）
最終戦『フォーラムエイト ACI ラリーモンツァ』が11月18～21日にかけ
てイタリアで開催され、このラリーで優勝したTOYOTA GAZOO Racing 
World Rally Teamがマニュファクチャラーズ選手権の年間チャンピオ
ンに輝いた。ドライバーズチャンピオンは同じくトヨタのセバスチャン・オジエ
（フランス）が獲得。コ・ドライバーズチャンピオンは、オジエとコンビを組む
ジュリアン・イングラシア（フランス）が獲得し、トヨタとしては3つの世界タイ
トルを同時に制覇する偉業を達成したこととなる。
　ドライバー／コ・ドライバー選手権は個人戦だが、マニュファクチャラー
ズ選手権は団体戦に近いイメージと言えるだろう。チームはラリーごとに
最大3名のドライバーを事前登録し、そのうち上位2名が獲得したポイント
の合計によって争われる。つまり、チームのドライバー全員が多くのラリー
で安定した戦績を残すことができなければ、チャンピオンには手が届かな
いのだ。
　ラリーは世界中のありとあらゆる道を舞台に開催される。雪と氷に覆わ
れたアルプスのふもと、先が見えないほどの起伏がある森の中のハイス
ピードコース、田園地帯を駆け抜ける荒れた舗装路、曲がりくねった山岳
路、岩が転がるラフロード……。ドライバーやクルマによっても得手不得

手があり、チームによっては、そのラリーを得意とするドライバーを使い分け
て、効率良くポイントを獲得する作戦を採ることもある。しかしトヨタは固定
メンバーで2021年シーズンを戦い抜き、王座に輝いた。まさしくチームが
一丸となって勝ち獲った結果だと言えるだろう。

WRCで名を馳せてきた
日本メーカー
　少し歴史を振り返ってみよう。トヨタが3つの世界タイトルを同時制覇し
たのは1994年以来のことだ。90年代中盤以降はWRCにおいて日本
メーカーの全盛期と言ってもいい時代であり、トヨタと同時にスバル、三菱
がそれぞれワークスチームを送り込んでいた。
　日本メーカーのクルマはWRCが始まった当初の70年代から様々なラ
リーで活躍を続けてきたが、年間チャンピオン獲得を目標に据えて参戦を
始めたのは80年代終盤のこと。その当時はイタリアのランチアが文字ど
おりWRC界に君臨しており、日本メーカーにとっては越えるべき壁ともい
うべき存在だった。長年ランチアに挑み続けたトヨタが初めて3つのチャ
ンピオンを手中に収めたのは94年。続けてスバルが95年、三菱も98年
にトリプルタイトルを実現し、まさに日本車の黄金時代を築き上げた。しか

2021年シーズンのWRC全戦が終了
トヨタが3つの世界選手権でチャンピオンに
最終戦の舞台となったモンツァでは
激戦の末にセバスチャン・オジエが自身8度目の王座に輝く

2021年WRCを振り返る

連載 第２回

FORUM8 RALLY JAPAN
タイトルパートナー記念連載

Up&Coming136 号 FORUM8 RALLY JAPAN タイトルパートナー記念連載58



しそれ以降はヨーロッパ車の台頭や景気後退の影響もあり、2008年
シーズンを最後に、日本メーカーは相次いで撤退。17年のトヨタ復活ま
で雌伏の時を過ごすこととなる。
　17年、WRCに復帰したトヨタは2戦目で早くも復帰後初優勝を飾ると、
たゆまぬ改良を続けてライバルに伍するスピードを発揮するようになる。復
帰2年目の18年にはマニュファクチャラーズタイトルを獲得してチームの
総合力を示し、翌年からは2年連続でドライバーズ／コ・ドライバーズチャン
ピオンを獲得してヤリスWRCの強さを証明してきた。そして21年、ついに
待望のトリプルタイトルを手中に収めた。

12戦9勝という強さで
シーズンを席捲したトヨタ
　21年シーズン、トヨタは序盤戦から好調ぶりを発揮した。開幕戦モンテ
カルロを皮切りに5度の1-2フィニッシュを達成。12戦中通算9勝を獲得
し、表彰台を外したラリーは1度もないという高い安定感をみせて、1年間
を駆け抜けた。
　特に最終戦のフォーラムエイト ACI ラリーモンツァは、トヨタのチームメ
イト同士による、王座を争うにふさわしい見ごたえのあるバトルが展開され
た。主役は選手権ランキングトップのオジエと2番手のエルフィン・エバンス

ドライバー コ・ドライバー マニュファクチャラー
1990 カルロス・サインツ（スペイン／トヨタ） ルイス・モヤ（スペイン／トヨタ） ランチア
1992 カルロス・サインツ（スペイン／トヨタ） ルイス・モヤ（スペイン／トヨタ） ランチア
1993 ユハ・カンクネン（フィンランド／トヨタ） ダニエル・グラタルー（フランス／フォード） トヨタ
1994 ディディエ・オリオール（フランス／トヨタ） ベルナール・オセッリ（フランス／トヨタ） トヨタ
1995 コリン・マクレー（英国／スバル） デレック・リンガー（英国／スバル） スバル
1996 トミ・マキネン（フィンランド／三菱） セッポ・ハルヤンネ（フィンランド／三菱） スバル
1997 トミ・マキネン（フィンランド／三菱） セッポ・ハルヤンネ（フィンランド／三菱） スバル
1998 トミ・マキネン（フィンランド／三菱） リスト・マニセンマキ（フィンランド／三菱） 三菱
1999 トミ・マキネン（フィンランド／三菱） リスト・マニセンマキ（フィンランド／三菱） トヨタ
2001 リチャード・バーンズ（英国／スバル） ロバート・レイド（英国／スバル） プジョー
2003 ペター・ソルベルグ（ノルウェー／スバル） フィル・ミルズ（英国／スバル） シトロエン
2018 セバスチャン・オジエ（フランス／フォード） ジュリアン・イングラシア（フランス／フォード） トヨタ
2019 セバスチャン・オジエ（フランス／トヨタ） マルティン・ヤルベオヤ（エストニア／トヨタ） ヒュンダイ
2020 セバスチャン・オジエ（フランス／トヨタ） ジュリアン・イングラシア（フランス／トヨタ） ヒュンダイ
2021 セバスチャン・オジエ（フランス／トヨタ） ジュリアン・イングラシア（フランス／トヨタ） トヨタ

日本メーカーによるWRCチャンピオン獲得リスト ☆…同一メーカーで3タイトルを独占

☆
☆

☆

☆
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（英国）。選手権をリードするオジエは3位に入ればチャンピオンが決まる
が、一方、追う立場のエバンスは勝たなければ後がない。果たしてふたり
は後続を引き離しつつ、一進一退の攻防を展開してみせた。2日目までを
終えた段階で、トップのオジエと2番手エバンスの差は、わずかに0.5秒。
決着は最終日に持ち越されることとなった。
　そして最終日。残された3つのスペシャルステージ（SS）は、すべてがモン
ツァ・サーキットの敷地内で行われる。この日最初に走行した10.29kmの
SS14では、それぞれ同タイムをマーク。息詰まる接戦が最後まで展開す
るかと思われたが、続くSS15ではエバンスが痛恨のミス。エバンスは大き
くタイムロスを喫してしまい、ここで明暗が分かれることとなった。最終SS、
オジエはリスクを避けた走りでラリーをまとめ、優勝。自身8度目の世界チャ
ンピオンがかかったラリーできっちりとミッションを成し遂げた。
　21年から代表の座に就き、トヨタチームを率いたヤリ‐マティ・ラトバラ
は、3つのチャンピオン獲得について次のようにコメントしている。
「マニュファクチャラーズタイトル、ドライバーズタイトル、コ・ドライバーズタ
イトルをすべて獲得するため、我々のチームは懸命な努力を続けてきまし
た。チームには本当に感謝しています。我々のチームには、素晴らしい人
材と、WRCで最高のドライバーたちがそろっていますし、皆を本当に誇り
に思います。セブ（オジエ）とジュリアン（イングラシア）が成し遂げたことは、
信じられないほど素晴らしいものです。
　2018年、私はトヨタのドライバーとして走り、マニュファクチャラーズタ
イトルを獲得しましたが、今回、チーム代表として再びそれを達成できたの
は、特別な出来事です」

最終戦で手応えを得た勝田貴元
2022年の活躍に期待が高まる
　21年シーズン、日本のファンにとって大きな注目を集めたドライバーが
勝田貴元だ。開幕戦から3戦連続で6位、2戦連続で4位フィニッシュとい
う高い安定感をみせ、第6戦サファリ（ケニア）では、キャリア最上位となる
2位表彰台を獲得。その堂 と々した戦いぶりで世界での存在感を大きく増
したシーズン前半戦となった。なお、日本人ドライバーによるWRCでの表
彰台獲得は、94年の篠塚建次郎以来という快挙であった。
　しかし続く第7戦エストニアでは、高速ジャンプの着地時にコ・ドライバー
のダン・バリットが背中を痛めるアクシデントが発生、大事をとってリタイア
をすることに。その後のラリーではアクシデントなども続いてしまい、前半戦
とは対照的に、思うように戦績を残せない状態が続く。
　迎えた最終戦モンツァは、勝田にとってはキャリアで初めてSSでの最
速タイムをマークしたラリーだ。勝田は序盤から堅実なタイムを重ね、上位
集団の背後6番手を走行。最終日には左フロントサスペンションを破損し
てしまうトラブルにも見舞われたが、チームはわずか15分という限られた時
間でこれを修復。勝田はチームの想いに応えて最終SSを2番手タイムで
走り切り、7位完走を果たした。
　ラリーを終えて勝田は、「今回のラリーは、自信をつけようとして臨みまし
た。ラリーが進むにつれフィーリングが向上し、より積極的に攻められるよう
になりました。日曜日にはほんのわずかなミスから順位を落としてしまいまし
たが、最終SSを走ることができるようクルマを修理してくれたチームに感謝

順位 ドライバー（チーム） 合計得点
1 セバスチャン・オジエ（トヨタ） 230
2 エルフィン・エバンス（トヨタ） 207
3 ティエリー・ヌービル（ヒュンダイ） 176
4 カッレ・ロバンペラ（トヨタ） 142
5 オィット・タナック（ヒュンダイ） 128
6 ダニ・ソルド（ヒュンダイ） 81
7 勝田貴元（トヨタ） 78
8 クレイグ・ブリーン（ヒュンダイ） 76
9 ガス・グリーンスミス（フォード） 64
10 アドリアン・フルモー（フォード） 42

順位 チーム 合計得点
1 トヨタ 520
2 ヒュンダイ 462
3 Mスポーツ・フォード 199
4 ヒュンダイ2C 68

2021 年WRCドライバーズチャンピオンシップ

2021 年WRCマニュファクチャラーズチャンピオンシップ

1 最終戦でチャンピオンを獲得し、チームのメンバーからシャンパンを浴びせ
られるラトバラ監督（中央）。　 2 最後までチャンピオンを争い、真剣勝負を繰り
広げたトヨタのオジエ（左）とエバンス。　 3 山間部の難コースを駆け抜けるオ
ジエのトヨタ・ヤリスWRC。

2 3
1

Up&Coming136 号 FORUM8 RALLY JAPAN タイトルパートナー記念連載60



します。その最終のパワーステージでは2番手タイムを記録することができ
たので、今回のラリーではポジティブな収穫がありました」と語っている。
　勝田はこの最終戦を前に、一度日本に立ち寄っている。自主隔離期
間後の11月7日、愛知県豊田市で開催された『TGRラリーチャレンジ 第
12戦豊田』でデモンストレーションランを行ったのだ。残念ながら21年の
WRCラリージャパンは開催見送りとなってしまったが、その無念を晴らす
かのように、会場に集まった日本のラリーファンの前でヤリスWRCのパ
フォーマンスを存分に披露した。
「今日は短時間とはいえ、ラリージャパンを心待ちにしていたラリーファンの
皆さんの前で、ヤリスWRCの走りをお見せできたことは、本当にうれしかっ
たです。
　今回はあくまでもデモンストレーションでしたが、僕自身もこの2年間で
様 な々経験を積んできましたし、ドライビングのレベルも以前とは比べ物に
ならないくらい上がった実感があります。だからこそ、ラリージャパンという
舞台で、実際のラリーとして、皆さんの前でスピードやポテンシャルを見せ
たかったですね。それは22年大会で、新しいハイブリッド車両とともに、結
果も含めていい走りを見せたいと思います」と、デモンストレーションを終え
た勝田はコメント。迫力ある走りに会場からは大きな歓声があがった。

1 勝田貴元がデモランを行った『TGRラ
リーチャレンジ 第12戦 豊田』には、モリゾウ
ことトヨタ自動車の豊田章男社長（中央）も
参戦。ナビゲーションを行うコ・ドライバーは
勝田貴元の父で全日本ラリーチャンピオン
の勝田範彦が務めた。 2 最終戦モンツァ
で7位完走を果たした勝田。シーズン中盤は
思うような結果が残せなかったが、良い流れ
で2022年シーズンに臨む。 3 4 豊田市
の鞍ケ池公園で行われたデモンストレーショ
ンランには大勢のギャラリーが集まった。

1

3

2

フォーラムエイトが2022年
WRCの公式スポンサーに
　なお、21年10月4日のプレスリリースにおいて、フォーラムエイトはWRC
の公式スポンサーとして契約を締結したことを発表した。もともとは最終戦
として予定されていたラリージャパンの単独オフィシャルタイトルパートナー
を務める予定だったが、21年大会の開催中止を受けて、その代替として
21年最終戦のラリーモンツァを皮切りに、22年までのWRC公式スポン
サーとして支援を行う。
　フォーラムエイトとしては、今回のスポンサー契約をきっかけとして、より
高度なシミュレーション技術開発につなげたい狙いだ。そうした意味では、
世界の様々な道を舞台とするWRCはまさにうってつけだと言えるだろう。
日本企業がこれほどの規模でWRCにコミットすることはかつてなく、トヨタ
や勝田の活躍と相まって、今後WRC
における日本の存在感は大きく高まる
こととなる。
　22年シーズンのWRCは短いシーズ
ンオフを挟んで、1月のラリーモンテカ
ルロで開幕。地中海に面したモナコを
拠点として、フレンチアルプスの厳しい
ワインディングロードで争われる予定

だ。かつて幾多の名勝負が繰り広げられた『チュリニ峠』など、有名なSS
を舞台に、新たな時代がスタートする。勝田も新しいヤリス・ラリー1をドライ
ブして全戦に出場。最終戦に予定されているラリージャパンでは、表彰台
を争いたいと意気込みを見せる勝田の活躍に、ぜひ注目してほしい。

（執筆：合同会社サンク）

2022 年世界ラリー選手権 開催予定カレンダー
Rd 日程 開催地 路面
1 1/20-23 モンテカルロ T/I
2 2/24-27 スウェーデン S
3 4/21-24 クロアチア T
4 5/19-22 ポルトガル G
5 6/2-5 イタリア G
6 6/23-26 ケニア G
7 7/14-17 エストニア G
8 8/4-7 フィンランド G
9 8/18-21 確認中 ―
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

※ 2021年11月25日現在のもの

4
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株式会社フォーラムエイトは、川崎汽船株
式会社、日本無線株式会社、株式会社YDK テ
クノロジーズの3社による自動運航船の実現に
向けた共同研究開発において、3次元リアルタ
イムシミュレーションソフトUC-win/Roadが統
合操船者支援システムのデジタルツインUIと
して採用されました。
この取り組みは、操船者の的確な操船判断

を支援し、船舶の衝突・座礁等の重大海難事
故を防止して将来の自動運航船に繋がるシス
テム開発を目指すものです。今回、土木・交通
等の分野における弊社の幅広い実績に加え
て、船舶や海上交通を現実と同様のデジタル
ツインとしてVR空間内で再現し、船舶の周辺
環境や運航のリアルタイムシミュレーション
が可能なUC-win/Road の先進技術が高く評
価されたことで、採用に至っています。2023 年 
4月からの船上実証実験とその後の本格的な
社会実装を目指して、弊社は本システムの高度
化を支援し、船舶運航の安全性向上に向けた
開発に協力いたします。

フォーラムエイトでは、デジタルツインを実

現する可視化ソリューションとして、VRツー

ル「UC-win/Road」、CGツール「Shade3D」、

Webプラットフォーム「F8VPS」を提供してお

り、本取り組みのような海上交通や都市環境

などの他、バーチャルオフィス／キャンパス／

イベント・展示会／工場など、目的に応じた多

様な3DVR環境の構築に対応しています。DX

を支援するこれらの「F8デジタルツインソフト」

のさらなる開発を今後も継続していきます。

2021年9月27日、「地方自治体の３D都市モ

デルの整備・活用に向けての説明会」に参加

いたしました。

国交省都市計画局のもと、自治体向けた

3D都市モデルの活用に向けての説明会には、

564名もの自治体関係者が参加されました。

DX化が推進されるなかで、3Dデジタルシティ

はこれまでの街づくり都市計画をさらに“全

体最適・市民参加型・機動的“にすることがで

きます。フォーラムエイトは、UC-win/Roadと

F8VPSによる構築事例を紹介いたしました。

今後必要とされる、データ整備の高度化、

ユースケース拡充、またデジタルシティと繋

がりの強いスマートシティ分野でも、プラット

フォームとして活用いただくことが可能です。

新規補助制度なども要求が進められており、

地方自治体まで幅広く全国的に導入が見込ま

れます。ユースケースの企画・開発からソフト、

シミュレーションの提供まで、どうぞお気軽に

お問い合わせください。

フォーラムエイト、統合操船者支援システムのデジタルツインUIとして
UC-win/Roadが採用

「地方自治体の３D都市モデルの整備・活用に向けての説明会」に参加

No. 

No. 

1

2

HOT NEWS

HOT NEWS

川崎汽船株式会社 日本無線株式会社

◆関連情報

株式会社YDKテクノロジーズ

VR空間内で再現された船舶共同研究開発の概要

プレゼンテーションの様子 プレゼンテーションの内容
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大宮アルディージャVENTUS試合観戦

No. 4 HOT NEWS

2021年9月20日、トップスポンサーの一つを

務める大宮アルディージャVETUSのホーム開

幕戦を観戦しました。

日本初の女子プロサッカーリーグであるWE

リーグは2021年9月に開幕しました。今回の試

合は第２節となります。NACK5スタジアム大

宮で行われた大宮アルディージャVENTUSと

アルビレックス新潟Lの試合は、最後まで目の

離せない接戦を続け、１対１の引き分けという

結果となりました。

大宮アルディージャVENTUS総監督を務

め、日本サッカー協会女子委員長である佐々

木則夫氏には、2021年11月に行われたデザイ

ンフェスティバルでご講演いただきました。

「目標達成へのプロセス ～チームワークとコ

ミュニケーション～」と題した特別講演では、

「なでしこジャパン」で掲げた目標について紹

介、リーダーの要素についてお話しいただきま

した。さらに、当社のスーパープレミアムユー

ザを対象に行われた懇親ゴルフ会にもご参加

いただいております。

フォーラムエイトは「えるぼし企業 認定段

階2」取得の女性活躍応援企業として、大宮ア

ルディージャVENTUSへのトップパートナーと

して協力しております。今後も女性の活躍推進

に積極的に取り組んでいく方針です。

フォーラムエイト、CRM2021ベストプラクティス賞 継続賞を連続受賞

No. 3 HOT NEWS

フォーラムエイトは、2021年10月、一般社団

法人 CRM協議会主催「2021 CRMベストプラク

ティス賞」を受賞しました。ベストプラクティス

賞は通算7回目、継続賞は4年連続となります。

CRMベストプラクティス賞は、適切なCRM

導入プロセスを通して日本に「顧客中心主義

経営（CRM）」を実現することを目指し、CRM

の観点から成果を上げた企業や組織を表彰す

るものです。

本年は、働き方革新・ワークライフバランス

改善・ネットを活用したリモート営業スキルの

獲得を全社で推進。積極的なリモート講演や

展示会により講演参加者・売り上げの増加を

実現、ネットワークを活用した顧客開拓、協業

の手法確立により、遠隔地や海外へ向けた営

業機会の拡大を獲得した「顧客開拓・リモー

ト営業モデル」が評価されました。

当社はこれまで、国内外営業、地域営業拠

点、インストラクタ・事務、開発、人事・総務な

ど、あらゆる部門でのCRM活動挑戦を通して

全社一丸のCRM体制確立・強化を継続してき

ました。2014年にUC-1開発サポートにおける

顧客中心主義が評価された「CRM奨励賞」以

降は、以下のような取り組みが評価され、いず

れもベストプラクティス賞を受賞しています。

今後も、変化する社会状況や顧客の課題に迅

速に対応しつつ、引き続きCRM活動の強化を

進めてまいります。

【2021年受賞理由（要約）】

毎年主管部署を変えながら、CRM意識の

全社浸透を進めている同社では、今年は秘書

室が主管となった。トップ直結の下、各部とも

密接に連携し、コロナ禍を敢えて梃子として、

働き方革新、ワークライフバランスの改善、

ネットを活用したリモート営業スキルの獲得を

全社で積極的に推進。リモート講演、展示会

を積極的に行った結果、講演参加者は数倍に

伸び、売り上げも2桁増を実現した。国際的に

関心を持たれる同社のVR技術は、ネットワー

クを活用した顧客開拓、協

業の手法確立により、遠隔

地や、海外へ向けた営業機

会の拡大を獲得した。

◆関連情報
大宮アルディージャ HP

アルディージャVENTUSとアルビレックス新潟Lの試合風景

◆関連情報
フォーラムエイト　プレスリリース（2021年11月10日） 一般社団法人 CRM協議会

3419人の観客が集まり、拍手で応援
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フォーラムエイト、パックンマックンの結成25周年記念ツアーに特別協賛

No. 6 HOT NEWS

株式会社フォーラムエイトは、2022年に開

催される「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！」に特別協賛いたし

ます。

パックンマックンの「パックン」ことパトリッ

ク・ハーラン氏は、これまで弊社提供「あつま

れ！VRフレンズ」（2017年／TOKYOMX1）の

番組ホストとして活躍し、FORUM8デザイン

フェスティバルでの司会・コメンテーター、弊

社採用説明会の特別ゲストを務めています。

また、その知的でユーモアに満ちた人柄

の魅力に加えて、VRやデジタルツインソフ

トといった弊社の最先端技術についても深

い理解と知見を持っていることから、現在

はフォーラムエイトCMキャラクターとして

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）などのTVCMにも出演

しています。

この度弊社は、パックンマックンの結成25

周年記念として行われる本ツアーに賛同し、

全面的に協力を行うこととなりました。チケッ

トの一般発売は2021年11月からスタートし、

東京公演は2022年3月19日に開催される予定

となっています。

◆関連情報
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！」

パックン出演 フォーラムエイト
TVCM情報

東京会場で開催を予定
パックンが出演する、F8VPSとスイート法人会計
モバイルPCのCMが2021年６月より放送中

抽選プレゼント企画のご案内

映像新聞にフォーラムエイト取材記事が掲載

No. 5 HOT NEWS

2021年11月29日、2021年12月6日の映像新聞

に、弊社の紹介記事が掲載されました。

11月29日の記事では、11月4日にリリースさ

れた新製品「車いすシミュレータ」が取り上

げられ、製品概要のほか、弊社代表取締役社

長・伊藤裕二より製品を開発した目的につい

て語られました。

さらに、羽倉賞授賞式についての記事も掲

載されました。記事内では、羽倉賞の概要と

受賞作品が紹介されています。

12月6日の記事では、デザインフェスティバ

ル前夜祭について取り上げられ、前夜祭の様

子のほか、F8VPSを活用したオンライン展示

について紹介されました。

併せて、大宮アルディージャVENTUSをトッ

プパートナーとして応援していることも取り上げ

られ、デザインフェスティバルでの佐々木則夫

監督のご講演の様子なども掲載されました。

3つの記事の全文は下記「関連情報」よりご

覧いただけます。

映像新聞（2021年11月29日朝刊）掲載記事

◆関連情報
フォーラムエイト HP
メディアでの紹介／記事・広告掲載

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！

パックンマックン結成25周年記念ツアー
東京公演のチケットを抽選で5名様にプレゼント！

公演情報

会場：東京／山野ホール（東京都渋谷区代々木1-53-1）
日程：2022年3月19日（土）15:15開場／16:00開演
主催：BSフジ
企画制作：ハブ・マーシー
特別協賛：FORUM8

フォーラムエイト営業窓口
e-mail：forum8@forum8.co.jp
TEL：0120-1888-58

応募締め切り 2022年2月20日（日）

ご応募、お問い合わせ
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ちょっとしたデジタル小物はいかが。ということで、今回はPCやスマ

ホで連携ができる、もの作りアイテムを2つ紹介いたします。3Dプリンタ

とは違った楽しみ方ができると思います。

■ 紙に書いたメモをデジタル化「T-Note」

紙に書いたメモをそのままデジタル化できる優れものです。ノートで

ペンを走らせると、ノートに書き込まれたデザインがそのままデジタル

データとして記録されます。記録したデータは、あとでPCやスマホで

後処理して色づけもできます。

スキャンデータと異なり、ペンの動きも記録されるため、イラストな

どがどのように書き込まれたかをアニメーションでレビューすることが

できます。

PCにケーブルで接続すれば、ペンデバイスとして使えるため、Word

でのスケッチや、Illustratorでのデザイン、zoomのホワイトボードとして

も使用できます。

■使用レポート
iPhoneと接続して、ノート上に今年の干支である「虎」を描いてみま

した。

ノートと連携してiPhone上にもデータが連携していることが確認で

きます。特筆すべきは、筆圧検知レベルは8192あり、これにより、筆圧

に応じて線の濃さや太さが変わる点です。虎のイラストデータを拡大

してみると、線ごとに太さが異なっていることが分かるかと思います。

アナログとデジタルのいいとこ取りをした様なデバイスですね。

■ ミニレーザー彫刻機「Runmecy」

素材の表現にレーザー光で文字や絵を刻印できるデバイスです。ス

マートフォンで使う場合は、Bluetoothで接続し、刻印データを送信、位

置、サイズ合わせ、素材に合わせてレーザー光強度を設定し、刻印。刻

印できる素材は、ステンレス、木材、プラスティック、皮革、セラミック。

なんとデモではクッキーにも刻印がされていました。表面が平らで、反

射率が低ければなんでもできそうです。

■使用レポート
木材と、ステンレスに刻印してみました。刻印パターンは、文字、デザ

インアイコン、画像を一通り試してみました。

▲デザイン（木材）

▲文字（ステンレス）

▲画像（ステンレス）

解像度は510dpiで出力できるので、画像の刻印結果をみていただく

と分かるのですが、小さいサイズ正確に刻印できています。

なお、刻印中は、レーザー光から目を保護するために、遮光ゴーグ

ルを装着する必要があります。特にステンレスに刻印する際は、周辺の

人にも配慮して光が漏れないように策が必要です。また、木材の場合

は、煙が結構発生しますので、換気ができる場所か広いエリアが必要

です。

■ さいごに

今回紹介したデバイスは、いずれもクラウドファンディングによる資金

調達を得て開発されたデバイスです。クラウドファンディングを探すと、

これら以外にも興味を持てるデバイスに出会えるかもしれませんね。

デジタル小物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。

HARDWARE
INFORMATION

2022-No.1
最新デバイス情報









:¥1,056,000

（税抜960,000）

:¥1,267,200

（税抜1,152,000）

:¥1,501,500

（税抜1,365,000）

:¥1,726,725

（税抜1,569,750）

の製品を含む

：サブスクリプションライセンス  ：フローティングライセンス

:¥739,200

（税抜672,000）

:¥887,040

（税抜806,400）
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新製品／新バージョン情報

／

▶P.67

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

'22.02

無償

・JavaScriptエンジン対応

・PBR Shader更新
'21.09.10

▶P.68

新規 ： \110,000（税抜\100,000）

・仮想空間で展示プロジェクトを閲覧・評価

・イベントの作成、管理や投票、レビューの設定、集計、順位の指定が可能
'21.10.28

別途見積

・WHILL Model CR 電動車いすハードウェア連携

・車いす挙動モデル実装

・地面凹凸走行シミュレーション

・群集シミュレーション連動

・シミュレーションログと解析機能

'21.11.04

新規 ： 5,500,000（税抜￥5,000,000）

・UC-win/RoadのVRと連動

・モータ制御によるハンドル反力が発生可能

・モータ制御によるRoll軸の傾斜に対応

・AT車とMT車の切替が可能

・前輪ブレーキ、後輪ブレーキ別に効きの調整が可能

'21.09.03

新規 ： \220,000（税抜￥200,000）

・UC-win/RoadのVRと連動した走行シミュレーションが可能 '21.09.03

▶P.79

新規 ： \330,000（税抜\300,000）

・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

'22.03

／

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）

・GPUレイトレーシング対応（Professional）

・AIノイズ除去に対応（Professional、Standard）

・図形ウインドウ表示に「図面」表示モードを追加

・ワイヤフレームの陰線表示

・切断面設定ウインドウ、座標の数値入力での切断位置に対応

・形状タイプとして「スイープ曲面」を追加

・自由曲面の端を閉じるオプションを追加

・ブラウザウインドウ「パート」メニュー4項目追加

・FBX 2020形式の読み込み対応

・DXF入力強化

'21.07.30

は新製品です



／

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）

・エッジのグルーピング機能

・パターンメッシュへの1/4円の生成機能の追加

・結果描画コマンドでの解析結果選択のスムージングデータへの対応

・ソリッド要素への辺荷重載荷／プレート要素への任意方向辺荷重の追加

・ボックス選択による節点列のサイド化機能

・バーテックスのボックス選択による一括エッジ生成機能

・各種描画項目の線幅カスタマイズ機能

・リンク要素の設定内容の視認性向上

・旧バージョンでのファイル保存機能

'21.09.08

／

新規 ： \308,000円（税抜280,000円）

・64bit版に対応

・簡易照査結果画面のM-N相互作用図で、2次元グラフのレポート出力に対応

・断面サムネイルの寸法値で小数点以下の桁数に対応

'21.10.25

／

▶P.70

新規 ： \528,000円（税抜480,000円）

・登録断面機能の追加

・主桁部材の平均剛性算出

・鋼断面計算機能

・メタル橋における抵抗モーメント図の作成

'22.01

／

新規 : ¥396,000（税抜\360,000）

・ケーソン基礎連動に対応

・降伏剛性時の断面2次モーメントに応じた軸方向鉄筋の自動配筋対応

・震度連携サポート機能対応

・橋脚の下部工座標図出力対応

・部材配筋入力時の3D配筋表示に対応

'21.09.29

新規 : ¥363,000（税抜\330,000）

・「形状・荷重の自動生成/結果確認」の機能を追加

・無筋コンクリート部材の許容応力度法による計算に対応

・IFCデータ出力時に位置情報の出力に対応

・震度連携サポート機能対応

'21.09.30

新規 : ¥256,300（税抜\233,000）

・ブロック単位の計算に対応

・風荷重入力の改善および拡張

・ファイル連携機能の拡張

'21.09.30

／

▶P.71

新規 ： \803,000円（税抜730,000円）

・64bit版

・計算速度の改善
'22.01



新製品／新バージョン情報

／

▶P.72

新規（Advanced） ： \517,000（税抜\470,000）

新規（Standard） ： \429,000（税抜\390,000）

新規（Lite） ： \264,000（税抜\240,000）

・コの字型の形状に対応（Lite）

・側圧比較図の出力機能を追加（Lite）

・プレロード量の自動計算機能を追加（Standard）

・逆解析ツールのパラメータ推定として壁体剛性（断面二次モーメント）に対応（Advanced）

'21.12

／

新規 : ¥193,600（税抜\176,000）

・自動設計機能による最小限の入力により土留め壁の選定および壁⾧の決定が可能

・概略的な計算結果を元にした「土留め工の設計・3DCAD」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

'21.09.02

▶P.73

新規 : ¥173,800（税抜\158,000）

・二点折れ切土土圧に対応

・逆L型支え壁式擁壁に対応

・ボーリング交換用データインポート対応

'21.10.29

▶P.74

新規 : ¥176,000（税抜\160,000）

・道路標識ハンドブック 2019年度版（一般財団法人 全国道路標識・標示業協会）に対応

・道路標識構造便覧 令和2年 6月（公益社団法人 日本道路協会）に対応
'22.01

／

新規 ： \462,000（税抜\420,000）

・縦方向：空洞化を考慮した常時・L1計算機能追加

・縦方向：許容支持力による照査機能追加

・門柱L2照査：操作台が降伏しない条件における計算機能追加

・胸壁：上載荷重をケースごとに入力可能とする機能改善

・翼壁：地震時動水圧に対応した計算機能改善

'21.09.30

▶P.75

新規 ： \242,000（税抜\220,000）

・3次元地形（LandXML）の読み込みに対応

・袖折れ形状タイプの設計に対応

・安定計算による土石流水深の算出過程およびグラフの出力に対応

・『砂防基本計画策定指針および土石流・流木対策設計技術指針に基づく計画・

 設計事例の解説（第3版）』のケース5に対応

・透過型と部分透過型における土砂含有を考慮した流量Qpの計算に対応

'21.12

▶P.76

新規 ： \132,000（税抜\120,000）

・土地改良事業計画設計基準・設計「パイプライン」令和3年6月対応 '21.12.10

／

▶P.77
                                   

新規 ： \286,000(税抜\260,000)

・ジオテキスタイル工法、二重壁ジオテキスタイル工法の防護柵基礎対応

・多数アンカー工法の選定部材直接指定対応
'21.12

／

▶P.78

新規 ： ¥107,800（税抜\98,000）

・工事完成図書の電子納品等要領 機械設備工事編 平成31年3月に対応

・i-Constructionに係わる電子データに対応

・電子媒体の規定変更

・国土交通省 測量成果電子納品要領 令和3年3月に対応

'21.12



／

新規（Standard） ： \550,000（税抜\500,000）

新規（Lite） ： \275,000（税抜\250,000）

・最新の国土交通省土木工事積算基準及び国土交通省土木工事標準積算基準書に対応

・工期設定支援システムへの連携に対応

・64bit版対応

'21.09.30

／

新規 ： \205,700（税抜\187,000）

・道路橋ごとの劣化モデル指定対応

・道路橋ごとの管理水準指定対応

・工事単価以外の諸元について道路橋ごとの指定に対応

'21.08.25

／

▶P.80

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

／

  価格 ： 別途見積

【見積例】 港区 ： ¥751,838

・災害時のシミュレーションや避難経路を3次元で確認

・浸水氾濫や津波などの高精度なリアルタイムシミュレーションと連携して災害を可視化
'20.11

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

・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
ー

  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

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

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

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

 Ⓡ

  価格 ： 別途見積

・電源ユニット設計改善

・ケース改定（GPUロングボード対応、冷却フレーム変更）
ー

  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



開発中製品情報
※製品の仕様、 構成、 価格などは、 予告なく変更する場合があります。 ご了承ください。

・新道示出版に合わせ、対象製品を順次改訂  順次

・道路橋示方書（平成29年版）に対応 '22.02

・仮想RC断面による杭頭接合部の照査機能対応

・許容支持力直接指定の拡張
'22.02

・杭基礎設計便覧（令和2年9月）対応

・ラーメン橋脚の温度差の影響TF荷重の正負方向検討対応

・永続変動照査の制限値比算出方法の機能拡張

・震度-下部工（ラーメン橋脚）の計算書統合機能

'22.02

・杭基礎設計便覧（令和2年9月）対応

・温度差の影響TF荷重の正負方向検討対応

・永続変動照査の制限値比算出方法の機能拡張

・震度-下部工の計算書統合機能

'22.02

・緊急停止ボタンデバイス連携 '22.02

・森林土木構造物標準設計対応（Lite）

・外側土圧係数の上限値考慮の拡張対応（Lite）

・U型擁壁縦断方向底版照査（Standard）

・奥行方向一括計算・計算書出力への対応（Advanced）

・64bit版対応

'22.03

・常時、レベル1地震時を考慮した自動配筋

・被災橋脚の材料特性を考慮した部材照査

・柱せん断スパンの扱い拡張

・適用示方書簡易判定

'22.03

・『港湾の施設の技術上の基準・同解説 平成30年5月』の荷重抵抗アプローチによる

 部分係数法に対応
'22.03

・固有値解析の改善（複数ランの共通化）

・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）
'22.03

・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

'22.03
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Multiframe 機能紹介

今回はMultiframeの平板解析機能を、建築物の床版を例にご紹介さ
せていただきます。

また、解析した結果を「鉄筋コンクリート構造計算規準･同解説【日本建築

学会】」（以下RC規準）での規準式および理論解と比較したいと思います。

1.計算条件

検討ケースは長辺方向の長さが異なる3種類の床版について検討を
行います。

Case1：短辺4m×長辺4m Ly/Lx=1.0
Case2：短辺4m×長辺6m Ly/Lx=1.5
Case3：短辺4m×長辺8m Ly/Lx=2.0
共通条件:4辺固定、Fc24、床版厚200mm、床荷重8.5kN/m2

2.解析モデル

今回は3つのモデルを横に並べて1つのファイルで作成していきます。
a）各床版の四隅の節点を配置します。
メニューバー＞作成＞節点の追加

b）矩形パッチを配置します。
メニューバー＞作成＞パッチの追加＞矩形

また、各床版はピン接合の線材要素で繋いでおきます。

ｃ）使用するコンクリートを材料に追加します。

メニューバー＞編集＞材料＞材料追加

図1　パッチ要素と線材要素の配置（左）、図2　コンクリート材料の追加（右）

d）パッチ要素に材料、厚さを設定します。
設定したいパッチを選択＞右クリック＞パッチ材料

パッチ厚は200mmに設定。
繋ぎ材はダミー部材となるため、適当なセクションを割り当てます。

e）パッチ要素にメッシュ分割を割り当てます。
設定したいパッチを選択＞右クリック＞パッチメッシュ

一つのグリッドが200mmになるよう分割数を設定します。
f）パッチの外周節点を固定支持とします。
g）床荷重を設定します。
全てのパッチを選択＞右クリック＞全体パッチ分布荷重

入力単位に合わせ0.0085N/mm2と設定します。

図3　パッチ厚の設定（左）、図4　パッチ要素のメッシュ分割（Case1）（中央）、
図5　全体パッチ分布荷重（右）

3.解析結果

図6　短辺方向曲げモーメント図 図7　長辺方向曲げモーメント図

図8　短辺方向せん断力図 図9　長辺方向せん断力図

図10　変位図

4.RC規準による解
比較対象として、RC規準による規準式および付録に記載されている

図表を用いて理論解による応力を算出します。

RC規準の規準式
短辺方向端部:Mx1=wx･Lx

2/12　短辺方向中央:Mx2=wx･Lx
2/18

長辺方向端部:My1=wx･Lx
2/24　長辺方向中央:My2=wx･Lx

2/36
wx=w･Ly

4/（Lx
4+Ly

4）

Lx:短辺有効スパン　Ly:長辺有効スパン　w:床荷重

5.結果比較
平板解析、理論解、RC規準の結果を比較すると、どの設計応力算出

方法が安全側ということは一概には言えないことが分かります。RC規準
にも、理論解と規準式には結果の過不足が発生しているが、全体として

の耐力が与えられていればスラブの安全性は保たれると記載されてい

ます。但し、設計荷重や設計スパンをギリギリに設定していると床版の

形状や設計方法によっては危険側の判断となることも考えられるので、

注意が必要になります。

Multiframe
3次元建築構造解析ソフトウェア

Multiframe
総合情報 
Vol.65

INFORMATION

for USERS

■ Multiframe CONNECT Edition x64 (SES) 23.04.00.76 2021年11月リリース

■ 開発元：Bentley Systems
（Formation Design SystemsはBentleySystemsに吸収合併）

Case1 Mx1
kN･m/m

Mx2
kN･m/m

My1
kN･m/m

My2
kN･m/m

Qx
kN/m

Qy
kN/m

δ
mm

理論解 6.96 2.41 6.96 2.41 14.82 14.82 0.181

RC規準 5.67 3.78 2.83 1.89 14.88 14.88

平板解析 6.89 2.90 6.89 2.90 13.55 13.55 0.183

Case2 Mx1
kN･m/m

Mx2
kN･m/m

My1
kN･m/m

My2
kN･m/m

Qx
kN/m

Qy
kN/m

δ
mm

理論解 10.25 4.60 7.72 1.47 17.41 15.74 0.316

RC規準 9.46 6.31 4.73 3.15 14.88 14.88

平板解析 10.24 4.88 7.66 2.34 16.40 14.22 0.314

Case3 Mx1
kN･m/m

Mx2
kN･m/m

My1
kN･m/m

My2
kN･m/m

Qx
kN/m

Qy
kN/m

δ
mm

理論解 11.23 5.45 7.75 1.32 17.58 15.78 0.365

RC規準 10.67 7.11 5.33 3.56 14.88 14.88

平板解析 11.24 5.41 7.53 2.01 16.66 13.95 0.355

表1　結果比較表

最終回
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Maxsurf Structure機能

Maxsurf Structure（旧Workshop）モジュールは、バージョン21
（2018年）のリリースにより、単独モジュールは廃止され、全ての機
能はMaxsurf Modelerモジュールに組み込まれるようになりました。
これにより、ハルジオメトリーと構造部材のインタラクティブなデザ

インがより強固になっています。Structureの機能は、主にフレーム、
ストリンガー、プレート（外板）の定義ですので、ハル形状とのスム

ースな連動が要となり、同一モジュール内での操作が求められてい

ました。今回は、Structureの機能について再確認していきましょう。

フレームの生成

15ｍアルミ製オフショア高速艇を考えてみます。フレーム生成の方
法としては、グリッドの設定により設置されたセクションを指定するこ

とで、トランズバースの位置を決めます。

図1　高速艇のモデル

ビュー画面でセクションを選択し、Fr a meメニューから“Ad d 
Frames”を選択すると、Frame Propertiesウインドウが表示されますの
で、生成するフレームの設定を行います。

Openingsは、バルクヘッドではないフレームの場合、その開口の形
状を指定します。Addボタンを押すと、Openingのタイプを選択するウ
インドウが表示されます。

図2　セクションを選択しフレームを設定する

例えば、一定の高さを持つフレームで

あれば、オープニングのタイプで、”Web 
Opening (Constant Depth)”を選択すれば、
Opening Propertiesウインドウがポップアッ
プし、 フレームのサイズ等の設定が行えま
す。

フレームのウェブ高さを0.15ｍとし、コー
ナー部のＲを0.3ｍに設定します。ライダーバ
ー（フェイスプレート）がある場合は、材質

を設定し、前後のはみ出し寸法をそれぞれ

入力します。

図4　フレーム設定とビュー画面

フレームの設定を行うと、ビュー画面に形状が表示されます。

同様に、設定したい全てのセクションにフレームを割り当てます。設定

されたフレームは外板を境界として、船内方向に設置されるので、船体

の形状が変われば、自動的にフレームの形状も追従して変化します。

図5　定義されたフレームがビュー画面に表示される

定義されたフレームは、パーツウインドウに展開図として表示され

ます。このウインドウから、パーツの輪郭形状がDXFとして出力されま

すので、別のCADシステムによる加工を行い、CAMやNC加工等へデ

ータが送られます。

図6　パーツウインドウへのフレーム表示

Structureの別の機能に、ストリンガーの設定がありますが、フレー

ムとの交差がある場合、ストリンガーの生成の後に、フレームの再計

算を行うことにより、ストリンガー貫通部のフレーム切欠き処理が自動

計算されます。

Maxsurf
船舶設計者のための３次元総合CADシステム

Maxsurf
総合情報 
Vol.65

INFORMATION

for USERS

■ Maxsurf CONNECT Edition x64 (SES) 23.04.00.76 2021年12月リリース

■ 開発元：Bentley Systems
（Formation Design SystemsはBentleySystemsに吸収合併）

図3　フレームオープ
ニングの定義　
ウインドウ

最終回
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F8VPSバーチャル投票！

F8VPSバーチャル投票

新製品紹介 

▲

p.68
新規：¥110,000 円（税抜 100,000 円）

ユーザーは、仮想空間に展示されたプロジェクトをクリック、または画
面上部のメニューからプロジェクトを選択することで、そのプロジェク
トの詳細情報及び投票画面を開くことができます。そして、プロジェク
トの内容を確認しながら、そのプロジェクトに対する評価、コメントの
登録を行います。

●イベント管理

●評価、コメントの登録

新規イベントの追加、投票形式の設定や仮想空間の設定を行うことがで
きます。また、プロジェクトの追加や編集もイベント管理画面から行う
ことができ、プロジェクト一覧のページからユーザー評価結果の集計を
csv 形式で取得することが可能です。
ユーザー管理では、新規ユーザーの登録、編集やユーザーごとの参加可
能なイベントの設定を行うことができます。

F8VPS 上にて仮想空間を体験しながら展示されているプロジェクトに対
して、ユーザーがその内容を確認し評価、コメントを登録できるシステ
ムです。イベント管理者は、誰がどのプロジェクトにどのような評価を
登録したか、及び評価結果の集計を容易に取得することが可能です。

バーチャル会場協力：境港市／市民交流センター

イベントの作成・管理や投票・レビューの設定・集計、順位の指定など、
コンペなどのプロジェクトが容易に開催できる機能を搭載しています。

Up&Coming136号Information 91
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■AUTOSARとは
近年は自動車の電子化が進み、マイクロコンピュータが100個以上

搭載されるような車も存在し、自動車開発においてソフトウェアの開

発の大規模化・複雑化が進んでいます。さらに、MaaS（Mobility as a 

Service）や次世代交通システムなどの車と連携した様々な開発が進

みつつあります。このため、自動車業界において効率的にソフトウェア

開発が行える環境の重要性がますます大きくなってきています。この

問題を解決するために、2003年に自動車業界のグローバル開発パー

トナーシップであるAUTOSARが発足しました。AUTOSARは自動車

業界全体が一丸となって過去のソフトウェア資産を有効活用し、可能

な限り開発コストを縮小させる「開発工程の自動化」を進める標準化

を行っています。AUTOSARは車載電子制御ユニット用の共通標準ソ

フトウェアアーキテクチャを策定・確立することにより、さまざまな車

種やプラットフォームに対応できる拡張性、ソフトウェアの可搬性・可

用性を実現しています。また、進化していくソフトウェアと車載電子制

御ユニットを管理してパフォーマンス・安全性・ライフタイムにわたっ

た製品の更新などに取り組んでいます。これにより、アプリケーション

とハードウェアの間にAUTOSARに準拠した車載ソフトウェアがあれ

ば、ハードウェアに合わせてアプリケーションを変える必要がなくな

り、アプリケーションの再利用が容易になり、効率的な開発を実現す

ることができます。また、メーカの異なるアプリケーション間で通信プ

ロトコルを意識せずに連携が可能になります。

AUTOSARのアーキテクチャは、アプリケーション層、AUTOSAR

ランタイム環境、基盤ソフトウェアの3つの階層で構成されています。

AUTOSARはBSW(Basic SoftWare)モジュールを記述する一連の

仕様書を提供、アプリケーション・インタフェースを定義し、標準交換

フォーマットに基づく共通の開発方法論を構築しています。

本連載は、「組込システム」をテーマとしたコーナーです。大手メーカー新

規商品、特注品、試作機等の組込システムを約30年間に渡って開発して

きた実績にもとづいて、毎回さまざまなトピックを紹介していきます。第

17回は、様々な開発や実験環境にご利用頂けるAUTOSARを経由した車

と、UC-win/Roadの連携システムについて紹介いたします。

AUTOSARとUC-win/Road連携

組込システムニュース
組込システム・マイコンソフトウェア開発サービス

17
  執筆  組込システム開発チーム

VRシステムをはじめとした関連分野における展開を推進。組込システ
ム開発、マイコンソフトウェアの受託開発、コンサルティングを中心とし
た事業を展開。『超スマート社会のためのシステム開発』を執筆。
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■運転シミュレータUC-win/RoadとAUTOSARの
ソフトウェアと連携
車載関連のさまざまなセンサ・機器・サービスを連携させた実車実

験の評価を行うことはハードルが高く、実車実験前の評価を入念に行

う必要があります。このためには個別に十分評価された各社の車載ソ

フトウェアが揃うことが前提となります。そのため新規企画の試作シ

ステムの実車実験を容易に行うことは困難であり、実車状況をできる

限り再現したシミュレーション環境を構築し試作実験を行う必要が

あります。これを実現するためには、既に開発された実車ソフトウェ

ア資産を利用して、必要最小限の新規試作開発を連携させることで

実車に近い評価を効率的に行うことが必要です。

UC-win/Roadは車の運転情報や制御情報を取得しマルチモニタ

環境でのVRによる走行シミュレーションを行うだけでなく、音響装

置や振動装置と連動して限りなく実運転に近い環境を実現できま

す。また、交通流シミュレーションや車線からの距離の管理なども行

え、視線追跡などとも連動できます。AUTOSARは、必要な車載ソフ

トウェアを容易に、安全に、確実にシミュレーション環境に統合させ

ることが可能です。AUTOSARソフトウェアとUC-win/Roadを連携

することにより、AUTOSAR上の既存ソフトウェアを活用した実車に

近い様々な実験シミュレーションを行うことが可能になります。これ

により、新たな企画のための試作開発において、容易に実車実験近い

評価を行い、より斬新な企画や高品質なシステムの開発を行うことが

可能になります。

シミュレーションシステムの基本的な構造を上図に示します。

AUTOSARソフトウェア構造のアプリケーション層に運転シミュレー

タ連携ソフトウェアを構築します。運転シミュレータ連携ソフトウェ

アは、AUTOSAR ECU上の情報をCAN通信により連携ベースソフ

トウェアに送ります。連携ベースソフトウェアがUC-win/Roadドライ

ブシミュレータと新規開発のサービスソフトウェアとを連携させるこ

とで、様々なシミュレーションを行うことが可能になります。また連

携ベースソフトウェアは、分析のための計測記録データベースと接続

し、実験評価中のドライバの生体情報などの様々な測定情報を収集

記録します。蓄積された評価結果に対してAIを用いたダイナミンクな

分析を行うことなどによりシステムの有効性や新たな気付きを抽出で

きます。

■スマートカーへの展開
AUTOSARは、制御系から自動運転や交通サービスシステムに対

応した展開が進められています。これによりフォーラムエイトのVR技

術やシミュレーション技術を車に搭載することが可能になり、スマー

トカー運転システムを構築することが可能になります。

例えばシミュレーション技術を車に搭載し、周辺の車や対向車の

4K画像から自車との距離・速度・車線の位置やはみ出しなどを抽出

し、車ごとの運転動作を分析することにより、乱暴な運転や熟練して

いない運転などの性質を特定することができます。それらから運行予

測を行い、事故の可能性を把握できます。

また、危険な歩行者や二輪車の解析も行えます。事故の可能性は

VR技術を搭載したダッシュボードのデジタルコックピット化により、

高度な表示技術を通じて瞬時に起こり得る事故の可能性と理由を運

転者に伝達することができます。運転者はこれにより早い段階で事故

回避運転を行うことが可能になり、快適な運転を行うことが可能にな

ります。

インターネットに接続することよりすべての車の危険車両や注意車

両などの情報をセンター管理し、周辺の車との情報交換を行えば、

より高度な解析による運転状況予測も可能になります。さらに、解析

技術を用いることにより、安全・安心運転や省エネ運転支援だけでな

く、音声・画像情報から高度な車の盗難防止などへの応用や様々な

サービスと連携したスマート運転支援を行うことが可能になります。

フォーラムエイトはVR技術や解析技術をベースに、AUTOSAR

の環境を用いた様々な実運転シミュレーション環境の構築、未来の

スマートカーや交通サービスシステムの開発受託や支援をさせてい

ただきます。

■著者 ： 三瀬　敏朗
■発行 ： 2018年11月
■価格 ： 3,080円（税抜 2,800円）
■出版 ： フォーラムエイトパブリッシング

超スマート社会のための
システム開発
～日本のものづくりを足元から
見直しませんか～

FORUM8オーダーページ
書籍のご購入は
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下図に、ミニドラゴンにSpot Lightを当てた例を示します。ミニドラ

ゴンの前方斜め上の位置から前半分に光が当たるようにSpot Light

が配置されています。光が当たっている前半分は明るく、当たってい

ない後ろ半分は暗くなっています。

図3　Spot Light 表示例2

スイート千鳥エンジンを使用したゲーム

FORUM8ランチャーに搭載されているゲーム「猫とラビリンス」を

スイート千鳥エンジンに移植したものを追加しました。

図4　猫とラビリンス タイトル画面

図5　猫とラビリンス ステージ選択画面

「猫とラビリンス」は、箱を移動させて移動可能な道を作り、黒猫

を白猫のいるところまで導くパズルゲームです。

下図のステージでは、画面下方の青色のパネルに黒猫が、画面左

上の赤色のパネルに白猫がいます。

図6　猫とラビリンス パズル画面

黒猫と白猫の間には障害物となる箱や穴があるので、箱を動かし

たり穴に箱を落としたりして、黒猫が通ることのできる道を確保する

必要があります。動かすことのできる箱には、四方に動かせる赤色の

箱、左右にのみ動かせるオレンジ色の箱、上下にのみ動かせる抹茶色

の箱の3種類があります。また、道が複数ある場合や脇道がある場合

は、どの道を進めばいいか黒猫が迷ってしまうため、1つの道に絞る

必要もあります。例えば下図では、左上にいる白猫までの道の途中に

脇道があるため、黒猫のあしあとがその場所で止まってしまっていま

す。黒猫が左上の白猫までたどり着くにはどのように箱を動かして道

を作ればよいか、実際にゲームをプレイして考えてみましょう。

図7　猫とラビリンス 道の作成

ステージごとに設定された手数を越えて動かすとゲームオーバーに

なってしまうため、決められた手数内でどう動かせば道ができるか、

それぞれの箱の動きを把握しながら考える必要があります。全5ステ

ージあり、白猫までの道を作る手数が少なければ少ないほど、スコア

が高くなります。

図8　猫とラビリンス クリア画面
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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。ここ数

年、地震や洪水などの自然災害が頻発し、

年々、激甚化しています。その被害を最小限に

食い止めるには、被害が送ってから復旧や復

興を行う「事後対策」を繰り返すのではなく、

平時から大規模な自然災害を想定して、社会

インフラなどのハードや、避難ルールなどのソ

フト、そして人々の被害防止の意識を高めるマ

インドの、各面で備えを行っておくことが必要

です。

こうした準備を国家レベルで行うのが「国土

強靭（じん）化」という取り組みです。どんなこ

とが起こっても、最悪の事態に陥ることを避け

ることを目的としています。

フォーラムエイトでは、国土強靭化に対応

して、社会インフラの効率的な計画・設計や、

地域住民に対する計画内容や避難行動など

のわかりやすい説明に役立つ、様々な「国土

強靭化設計支援ソリューション」を提供してい

ます。

国土強靭化の取り組み
2020年に開催されたフォーラムエイト恒例

のイベント「デザイン・フェスティバル」で、内

閣官房 国土強靱化推進室 参事官の山本泰司

氏は、「国土強靭化に向けた最近の取組」と題

して講演しました。今回のセミナーでは、その内

容を紹介する形で、日本における国土強靭化の

取り組みや効果をわかりやすく解説しました。

国土強靭化は、過去の大災害から得られ

た教訓をもとに計画されています。1959年に

発生した伊勢湾台風では、明治以降最多の死

者・行方不明者を出し、防災対策の原点となっ

たほか「災害基本法」制定のきっかけになりま

した。

1995年に発生した阪神・淡路大震災では、

大規模な市街地延焼火災が発生したほか、高

速道路の高架橋の倒壊など、多大な人的・物

的被害が発生しました。その教訓により、イン

フラの耐震性強化や、「自助」・「共助」の大切さ

が認識され「減災」という概念が定着しました。

そして2011年の東日本大震災では、遡上

（そじょう）高が40mを超える大津波の発生

や、多数の帰宅困難者が発生しました。その教

訓から、インフラ整備中心の防災対策だけで

は限界があることが認識されました。

国土強靭化による防災効果は、非常に高い

ものと予測されています。例えば、南海トラフ

巨大地震・首都直下地震の発生確率は今後30

年以内に70-80%と予測されています。首都直

下地震（都心南部直下地震）を想定した場合、

平成20年度の東京都の耐震化率を約87%とし

たときに、建物の倒壊は約17万5000棟、倒壊

による死者数は約1万1000人と推定されてい

ます。

それが耐震化率を約94%に高めると、倒壊

が約9万8000棟、死者が約6100人に減り、さ

らに耐震化率100%にすることで、倒壊は約2

万7000棟、死者は約1500人まで減らせると見

込まれています。

▲出典：首都直下地震の被害想定と対策につい
て（最終報告）（平成25年中央防災会議首都
直下地震対策検討WG)

実際、平成30年9月に大阪湾を襲った台風

21号では、それまで最高だった、昭和36年の

第二室戸台風の潮位を36センチメートルも上

回ったにもかかわらず、前回は約3100haにも

及んだ浸水面積がゼロに、約13万戸あった浸

水戸数もゼロと、被害をなくすことができたの

です。

海岸や河川堤防などの整備費は約1300億

【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
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

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
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▲「レジリエンスデザイン・BIM系解析支援体験セミナー」
　 は、9月28日にオンラインで開催された
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円、昭和40年以降の維持管理費は約200億円

だったのに対し、高潮対策が行われなかった

場合の被害額は約17兆円と見込まれていま

す。こうした数字からも、国土強靭化の費用対

効果が高いことがわかります。

▲昭和36年の第二室戸台風と、平成30年の台風
21号の浸水面積、浸水戸数の比較

▲平成30年の台風21号で高潮対策により防げた
被害額と整備・維持管理費の比較（2点の資
料：国土交通省「河川事業概要2019」）

レジリエンス・デザインのアワード
フォーラムエイトは、国土強靭化に対応し

たソリューションを早くから提供しており、そ

の内容は社会インフラを強化するための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）による計画・設計から、解

析、シミュレーション、そしてVR（仮想現実）

による被害の可視化や国土交通省が推進する

「i-Construction」まで、幅広く対応しています。

フォーラムエイトでは国土強靭化に取り組

む技術者を支援しようと、2014年から「ナショ

ナル・レジリエンス・デザインアワード（略称：

NaRDA）」というコンテストを行っています。

フォーラムエイトのBIM/CIMやVR、解析、

シミュレーションソフトやクラウドなどを活用

して行った、社会インフラの耐震性照査や補

強、被害シミュレーションなど「作品」として

評価し、毎年秋に開催される「デザインフェス

ティバル」で表彰するものです。

▲第8回ナショナル・レジリエンス・デザイン
アワードの最優秀賞を受けた「既設鋼管アー
チ水管橋の耐震検討」（株式会社新日本コン
サルタント）

製品概要・特長
「国土強靭化」というのは、自然災害に対し

てあらかじめ備えを行い、被害を最小限に収め

るための取り組みです。フォーラムエイトでは

「IM&VR/国土強靭化ソリューション」として、

リアルタイムVRシステム「UC-win/Road」や、

設計・解析ソリューション「UC-1 Engineer’s 

Studio」、BIM/CIMソフト「Allplan」シリーズ

などをプロジェクトのフェーズ別に提供してい

ます。

そのフェーズ別内容とは（1）設計打ち合わ

せ、（2）地盤・測量データ確認、（3）一般図

（モデル）作成、（4）構造物チェック（配筋干

渉）、（5）作図・図化・シミュレーション、（6）

設計照査、（7）数量算出・積算・入札、（8）施

工・i-Constructionです。

また工種別にもソリューションを提供してお

り、その内容は、（1）鋼構造及びコンクリート、

道路、（2）都市及び地方計画、港湾及び空港、

鉄道、（3）土質及び基礎、河川、砂防及び海

岸・海洋、（4）電力土木・トンネル・施工計画・

施工設備及び瀬金・建設環境、（5）IT関連、そ

の他、となっています。

これらの「フェーズ別」と「工種別」のソ

リューションが縦横の糸のように、国土強靭化

の縦横をカバーし、ソリューション間で「IFC形

式」や「LandXML形式」などによってデータ

交換を行い、柔軟な対策を実現できるのが特

徴と言えるでしょう。

体験内容
9月28日の午後1時半から午後4時半まで、

Zoomによるオンラインセミナー形式で「レジ

リエンスデザイン BIM系解析支援体験セミ

ナー」が開催されました。講師を務めたのは、

解析支援Groupの柳正吉さん、UC-1開発第1

グループの中村淳さん、解析支援Groupの平

木大補さん、そして解析支援Groupの川原幸

之助さんです。

冒頭の20分間ほどで、国土強靭化の概要説

明や、フォーラムエイトのBIM系ソリューショ

ンの説明を行い、その後、建物エネルギー解

析ソフト「DesignBuilder」、BIM/CIMソフ

ト「Allplan」、3DVRシミュレーションソフト

「UC-win/Road」、そして統合型コンテンツ制作

ソフト「Shade3D」の操作体験を行いました。

まずは「DesignBuilder」の実習です。ここ

では2階建ての建物を3Dモデル化し、エネル

▲目的別に提供されているフォーラムエイトの国土強靭化ソリューション

▲2021年11月19日、品川インターシティホー
ルで開催された第8回「ナショナル・レジリ
エンス・デザインアワード」の表彰式
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ギー解析や熱流体（CFD）解析を行いました。

洪水などの激甚化の原因となる地球温暖化を

防ぐためには、建物のエネルギー効率を高め、

CO2排出量の削減につなげるという、国土強

靭化の根本的な対策といっても良いでしょう。

▲エネルギーシミュレーションの題材
となった2階建ての建物モデル

建物の外形や窓の大きさ、位置のほか、壁の

断熱材の材質や厚さ、床や壁の仕様と、太陽

からの日射などを解析して、建物の窓、壁、人

の発熱などを集計して熱収支を求めたり、必

要な換気量を求めたりすることができます。

▲熱収支の解析結果

CFD解析では、室内に空調吹き出し口を設

置して、室内各部の風速や温度分布を3D解析

で求めました。その結果は、次のAllplan実習で

利用するため、3DDXF形式に書き出しました。

▲CFD解析により室内各部の風速や温
度分布を求めた結果

続くAllplanの実習では、Allplanに先ほどの

3DDXFデータを読み込んでテクスチャー割り

当てなどの編集を行った後、別の建物モデル

を使ってファサードなどのBIMモデリングや

3D配筋、数量計算を行いました。

▲Allplanでテクスチャーを付けて編集

▲曲面状に鉄筋を配置したところ

▲ファサードのモデリング

その次は、UC-win/Roadの実習です。道

路が配置された地形モデルの上に、先ほど

Allplanで作成した建物を配置し、ウォークス

ルーによる景観検討や日影シミュレーション、

環境アセスメントプラグインによる日照計算を

行いました。

▲UC-win/Roadによるウォークスルー
による設計検討

▲UC-win/Roadで時間設定を変えて、日
影シミュレーションを行ったところ

続いて統合形3Dコンテンツ制作ソフト

「Shade3D」で、UC-win/Roadのデータを

「3DS形式」で読み込み、屋根の材質をよりリ

アルなデータに設定して高画質なレンダリング

を行いました。

▲Shade3Dで屋根にリアルな材質を設
定してレンダリングしたところ

最後に「BIM/CIM設計照査ツール」に、IFC

形式で橋脚のCIMモデルを読み込み、鉄筋同

士の干渉チェックを行い、その結果に基づいて設

計段階で干渉回避を行う実習で終わりました。

▲BIM/CIM設計照査ツールによる干渉
チェックと干渉回避の実習

イエイリコメントと提案
国土強靭化や、構造物の維持管理における

「予防保全」は、被害が発生してから復旧や復

興を行う方法に比べて、極めてコストパフォーマ

ンスが非常に高いので、今後、人口が減少の一

途をたどる日本では、必要不可欠な取り組み手

法になるでしょう。

その半面、目の前に被害が発生していないう

ちに対策を行うため、一般の人にはその必要性

が分かりにくく、「先送り」されがちになるおそれ

もあります。

そんなとき、フォーラムエイトのUC-win/

RoadやF8VPS（バーチャルプラットフォームシ

ステム）などのソリューションは、被害が発生し

たときの状況をイメージしてもらうのに大変、

効果的です。今後、“防災分野のフロントローディ

ング”には、VR関連のシステムは欠かせないソ

リューションになりそうです。

● 次号掲載予定 

動的解析セミナー（既設・補強編）

2022年1月25日（火）



サポートトピックス・Shade3D

精密なNURBS形状を作成すると
他のデータと比べデータが重い

保守・サポートサービス関連情報

Shade3D ProfessionalではNURBSによるモデリングに対応し
ています。
NURBSは、精度が求められるモデリングで使用されます。精度が

求められる反面、曲面や湾曲部分の頂点数または、制御点は、同じ
形状をポリゴンメッシュや自由曲面で制作するよりも増加します。そ
のため、NURBSで形状を制作するとデータ量が増加し、描画速度
やレンダリング速度が極端に遅くなる場合もございますが、それら
の問題を回避するテクニックもございますので、ご紹介させていただ
きます。

同じ形状は「リンク」機能で複製する

定型の部品は一つだけ作り、リンク形状で複製して形状を組み
立てていくのがお勧めです。オリジナルの形状をブラウザウィン
ドウで選択し、ツールボックス>「作成」>「移動/複製」>「複
製」>「リンク」を選択して図形ウィンドウ上でドラッグするこ
とで、形状がリンクとして複製されます。

図1:リンク機能

リンクとして複製された形状はオリジナルの形状とメモリを共有
するため、リンク形状を増やしてもメモリ使用量は増加することなく
節約することができます。

NURBSの分割レベルを変更する

NURBSは「0」～「4」までの間で分割レベルを調整することがで
きます。
分割レベルとは、曲面の滑らかさを表し「0」が「荒く」、「4」へ数
値をあげるほど曲面の精度が向上します。分割レベルを調整するに
はNURBSを選択し、統合パレット>「情報」タブにあるNURBS属
性の「分割レベル」より調整することができます。
また、曲面が不要な直線的な形状であれば、分割レベルを上げる

必要はございません。

図2:分割レベル「0」 図3:分割レベル「4」

また、複数のNURBS形状の「分割レベル」を一括で変更するに
は、「ブラウザ」ウィンドウにある「検索」をクリックして検索ウィンド
ウを表示します。
「対象」を「形状」の「NURBS」に変更して「検索」をクリックし
てください。
これにより、ブラウザにある全てのNURBSを「検索」することが

できるので「全てを選択」をクリックしたのち、統合パレット>「情
報」タブ>にある「分割レベル」より値を調整してください。

図4:分割レベル変更手順

NURBSをポリゴンメッシュに変換する

ポリゴンメッシュではサブディビジョンサーフェスやスムーズ機能によ

り頂点数を増やすことなく、曲面を滑らかに表示することができます。

また、「ツールパラメータ」よりNURBSからポリゴンメッシュに変

換することができ、変換の際に「曲面の分割」レベルを調整すること

で、データ量を軽減させることができます。

そのため、NURBSで作成する必要のない形状や、精度を必要とし

ない形状の場合は、ポリゴンメッシュや自由曲面で作成・変換するな

ど状況に応じたモデリングを行うことをお勧めいたします。

図5:「ポリゴンメッシュに変換」ウィンドウ

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

ライブラリ（モデルパネル）の
便利な使い方

保守・サポートサービス関連情報

UC-win/Roadのライブラリ（モデルパネル）機能は、規模の大き
いVRデータで作業を行う際に便利です。ここでは、モデルの管理な
どで役立つ機能をいくつか紹介します。

検索機能

モデルパネル画面の上部に検索欄があり、名称を入力することで
表示される3Dモデル等の素材を絞り込むことができます。登録され
ているモデル数が多い場合や、似たモデルが多数登録されている場
合などに、絞り込みを行うことで目的のモデルを簡単に見つけるこ
とができます。左のアイコンをクリックしてモデルタイプを指定する
ことで、さらに絞り込むこともできます。また、検索欄の右側にある
「＋」ボタンを押すことで検索オプションを開くことができ、ここで
も同様に検索するモデルのタイプを指定することができるほか、後
述するタグの機能によって使いやすく絞り込むこともできます。検索
できるモデルは3Dモデル以外にも樹木やキャラクタなど多岐にわた
ります。

図1:3Dモデルの検索

並べ替え

モデルパネル内の表示順は、初期状態ではモデルの名称順となり

ます。しかし、ダウンロードした場合や外部から読み込んだモデルな

ど具体的な名称がはっきりしない場合は登録順に並べたほうが便利

な場合もあり、そのような場合などは並べ替え機能を使用すると便

利です。並べ替えを行う場合はモデル一覧画面で右クリックし、「並

べ替え」を選択します。並べ替えは、名称、拡張子、更新日時、類似性

の4種類から選ぶことができます。登録された順番で並べ替えたい

場合は更新日時を選択してください。

図2:並べ替えの指定

図3:自動車モデルの並べ替えパターン
　 （上から名称、更新日時、類似性）

タグ付けと、タグによる検索

モデルパネル内に表示されるモデルに対して、タグを追加するこ

とができます。タグを付けることによって、モデルの絞り込みを行う

際にタイプごとの分類よりもさらに細かい分類を独自に作成するこ
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とができます。この機能を使用すると、例えば建物モデルに対して

住宅や商店など用途ごとの分類を作成したり、作業工程の表現を行

う場合などに工程や時期ごとにモデルを分類するといった使い方が

できます。

設定するには、まずタグの作成を行います。モデルパネルのメ

ニューで「タグマネージャ」を選択し、タグの名称を入力して「＋」ボ

タンを押すと、有効なタグとして追加されます。次に、タグを各モデ

ルに割り当てます。割り当てるモデルのサムネイルを右クリックし、

「タグ」の項目で一覧から割り当てるタグを選択します。1つのモデ

ルに対して複数のタグを割り当てることもできます。

図4:タグの新規作成

図5:タグの割り当て

タグを割り当てたモデルは、検索欄での絞り込みが可能となりま

す。検索欄の右側の「＋」ボタンをクリックすると、検索オプション

の下側に「タグ」という欄が追加されているので、そこで絞り込むタ

グを選択することができます。例えば図6は、建物や仮設工、樹木、

3Dテキストといった様々なタイプのモデルに対して同一のタグを割

り当てた場合の絞り込み結果です。このように、タグを割り当てるこ

とによってモデルのタイプに関係なく分類や関連付けを行うことが

でき、モデルを探す手間を減らすことができます。

図6:タグによる絞り込み

類似性モデルの検索と一斉置き換え

これは、特定のモデルに対して似た構造を持つモデルのリストアッ
プや配置済みモデルの置き換えを行う機能です。モデルの一覧でモ
デルを右クリックし、「類似モデルの表示」をクリックすると、モデル
パネル下部に類似性の高いモデルのリストが表示されます。類似性
閾値の値を大きくしていくと、より類似度が高いものに絞り込まれて
いきます。

図7:類似性モデルの検索結果

類似性モデルの表示機能で、配置済みのモデルを別のモデルに
置き換えることができます。右側の類似リソースに表示されたモデ
ルを選択して「置換」を押すと、類似リソースで選択されたモデルが
「対象モデル」に置き換わります（対象モデルのほうを置き換える
ものではないので注意）。同じモデルを複数配置している場合は、
配置されている全てのモデルが置き換えられるので、大量に配置さ
れているモデルを一斉に差し替えたい場合は、この操作を行うこと
により短時間で差し替えが可能です。また、類似リソースのモデルは
Ctrlで複数選択可能なので、図9のように複数種類のモデルを1種類
のモデルに統合することもできます。

図8:類似リソースの置き換え

図9:複数モデルの統合
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サポートトピックス・FEM／Engineer's Studio®

ナビゲーション「照査設定｜断面照査用詳細入力」から呼び出す
「照査用詳細入力プロパティ」（終局強度法-曲げ）画面上部に「簡
易照査」ボタンがあります。このボタンを押すと終局曲げモーメント
や終局曲率を確認できます（図1）。そこから詳細なレポート出力を
すると、さらに詳しい内容が図2のように表示されます。
本記事では、レポート出力中の曲率（図2のC部）や中立軸位置の
距離（図2のA部）、ひずみ（図2のB部）の値の有効桁数を多くする
操作手順を説明します。

図1:簡易照査画面

図2:詳細レポート出力

ひずみ、曲率

設定を行うには、図3のシ
ステムオプションを呼び出し
ます。
呼び出された画面で「入
出力フォーマット」に入りま
す。ひずみや曲率の有効桁数
を図4の赤枠部分（断面｜ε、
φ）で設定します。ここでは、
単位や表示形式を変更する
ことができます。表示形式に
は表1の種類があります。

Decimal 小数点表示にします。

Scientifi c 指数表示にします。仮数部は整数１桁で固定さ
れ、小数部桁数を[有効桁数]欄で指定します。
仮数部 指数部

Engineering 工学的指数表示にします。仮数部は小数部桁指
定にしたがい、指数部は３の倍数（……-６，-３，
０，+３，+６……）に自動的に設定されて表示さ
れます。これにより、工学系でよく使用される、k
（キロ：１０の３乗）、m（ミリ：１０の‐３乗）、μ
（マイクロ：１０の‐６乗）などの単位で読み取る
ことができます。

表1:表示形式

図4:ひずみや曲率の表示設定

中立軸の距離

中立軸の位置の有効桁数を多くするには、図5の赤枠部分（一般
単位の定義｜距離）を設定します。

図5:距離の表示設定

保守・サポートサービス関連情報ひずみや曲率の
有効桁数を変更するには

図3:システムオプション
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サポートトピックス・FEM／FEMLEEG

3次元構造物を忠実にモデル化するのではなく、次元を縮小してモ
デル化することは有限要素法のテクニックですが、板（プレート）要素
を使用した場合は注意しなければならないことがあります。今回はそ
れらの注意点について紹介いたします。

表と裏

板モデルの表と裏は見る位置によって変わります。

表

表

裏

裏

図1:見る位置による表裏の違い

解析結果も表と裏で異なる場合があります。

図2:表と裏で結果が異なる例

4角形要素で積分点出力の場合、1要素につき表4点、裏4点の計8

点で結果が出力されます。では、その表裏はどのようにして選択する

のでしょうか。

図3:出力位置

スライス面の指定

FEMOSでは要素座標系のu軸の0～1を指定することで表裏を指定
します。u軸は要素の法線方向と一致します。
この指定された面のことをスライス面といい、メニュー：[選択]-[スラ

イス面]-[選択]で指定します。スライス位置は1/4、2/4、3/4の位置も選

択できます（0面と1面の結果より補間された値になります）。

図4:要素座標系

法線方向

構成節点回り

u

1

0

t

s

注意事項　その1：法線方向をそろえておく

これまでの説明で、表面（ここではスライス面1とします）の結果
を評価するにはスライス面1を選んで結果描画等を行うことになり
ます。
ここで重要なのは、あらかじめ各要素の法線方向（構成節点回

り）をそろえておくことです。法線方向がそろっている場合は表面の

値が正しく選択されますが（図5）、法線方向がそろっていないと表

と裏が混在した値になってしまいます（図6）。（赤枠が選択したスラ

イス面1）

図5:法線方向がそろっている場合の
スライス面1

図6:法線方向がそろっていない場合の
スライス面1

u

0

1

u

0

1

u

0

1

実際に解析を行った例を示します。片持ち梁で端部にZ方向下向

きの荷重をかけたモデルです。

スライス面0で応力σxの濃淡図を描画してみると、法線方向がそ

ろっているモデルは正しい描画をしているのに対して、法線方向が

そろっていないモデルは描画がおかしくなっています。

図7:法線方向がそろっているモデル

図8:法線方向がそろっていないモデル

ただし、法線方向が反転している要素をスライス面1で選択するこ

とで正しい描画を行うことはできますが、いちいち法線方向ごとに

スライス面を指定するのは現実的ではありません。モデル作成時に

FEMISの[変更]-[構成節点]-[回り]で法線方向をそろえておくことを

お勧めします。

保守・サポートサービス関連情報

板要素を使用する際の注意点
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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

杭基礎設計便覧令和2年9月（以下、R2杭基礎設計便覧）に対応し
たVer.5とそれ以前（Ver.1～Ver.4）において、偶発作用時の仮想鉄筋
コンクリート照査で特定ケースの結果に相違が発生しました。Ver.5リ
リース後、この結果の相違について問い合わせをいただくことが多く、
その要因について解説いたします。

仮想鉄筋コンクリート照査のソフトの取扱い

H29年道路橋示方書（以下、H29道示）Ⅳ編では、下記①を満たす
ように杭頭部の中詰め補強鉄筋及び杭体内補強鉄筋を配置するこ
とが明記されています。一方、R2杭基礎設計便覧では、基礎に塑性
化を期待する設計を行うかどうかにより杭頭接合部に作用するモー
メントが異なることをふまえ、各杭頭部が下記②を満足する場合
は、偶発作用時の曲げを受ける杭頭接合部の耐荷性能に関する照査
を満足すると明記され、表現が変更されました。そのため、Ver.5で
はこの取扱いを変更しました。

①H29道示Ⅳ編 P.291
1）基礎に塑性化を考慮しない場合
杭頭発生曲げモーメント≦仮想RC断面の降伏曲げモーメント

2）基礎に塑性化を考慮する場合
杭体の降伏曲げモーメント≦仮想RC断面の降伏曲げモーメント

Ver.1～Ver.4の取扱い
①1）、2）の扱いは、計算において応答塑性率照査を行うか否かで判別

②R2杭基礎設計便覧 P.320，321
1）基礎に塑性化を期待した設計を行わない場合
杭頭発生曲げモーメント≦仮想RC断面の降伏曲げモーメント

2）基礎に塑性化を期待した設計を行う場合
杭体の降伏曲げモーメント≦仮想RC断面の降伏曲げモーメント

Ver.5の取扱い
②1）、2）の扱いは、「偶発作用」－「基本条件」－「基本条件（共
通）」画面の基礎の塑性化（液無／液有）の「期待しない／期待す
る」の設定で使い分けるように変更（図1）

図1:基礎の塑性化（液無／液有）設定

※部分係数考慮「後」の数値を設定してください（Wu）

例えば、「偶発作用」－「基本条件」－「基本条件（共通）」画面の

基礎の塑性化（液無／液有）の「期待する」と設定し、実際に基礎が

降伏しない場合に相違が生じます。（図2、図3）

図2:Ver.4結果 図3:Ver.5結果

このような場合、「偶発作用」－「基本条件」－「基本条件（共

通）」画面の基礎の塑性化(液無／液有)の該当ケースを「期待しな

い」に変更すれば、Ver.4結果とVer.5結果は同じになります。（図4）

※部分係数考慮「後」の数値を設定してください（Wu）

図4:設定変更後のVer.5結果

基礎の設計・3D配筋（部分係数法・H29道示対応）のなぜ？ 解決フォーラム

偶発作用時の
仮想鉄筋コンクリート照査の結果について
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サポートトピックス・CAD／UC-1 シリーズ

「マンホールの設計・3D配筋」では、2次元図面（配筋図、加工図、
鉄筋表）、3Dモデル（躯体、配筋）を生成する図面作成機能を備えて
います。この図面作成機能について、「計算時に入力した側壁鉄筋径を
図面に反映するには？」あるいは「頂版が蓋状の配筋図を作図するに
は？」など、図面作成における主鉄筋配置に関する問い合わせを頂く
事が多くあります。ここでは、図面作成における主鉄筋配置の考え方に
ついて紹介いたします。

図面作成における主鉄筋配置の考え方

図面作成時の主鉄筋の鉄筋形状および鉄筋径は、以下で設定さ
れます。
鉄筋形状……「入力－部材・材料－解析条件」（四辺固定支持、四辺

単純支持）により決定
鉄筋径　……「入力－部材・材料」－「頂版、側壁、底版」の鉄筋径

を使用
１．四辺固定支持（解析条件）の主鉄筋配置
「入力－部材・材料－解析条件」で「四辺固定支持」が選択され
た場合は、以下の鉄筋を配筋します。
・外面主鉄筋
頂版から側壁に定着のある「頂版鉄筋（頂版・側壁一体鉄筋）」、
底版から側壁に定着のある「底版鉄筋（底版・側壁一体鉄筋）」
を配筋します。
鉄筋径には、以下を使用します。
頂版鉄筋径……「入力－部材・材料」－「頂版、側壁（最下層）」の
外面鉄筋径を比較して大きい方の鉄筋径
底版鉄筋径……「入力－部材・材料」－「側壁（最下層）、底版」
の外面鉄筋径を比較して大きい方の鉄筋径
・内面主鉄筋
「頂版鉄筋、側壁鉄筋、底版鉄筋」を配筋します。
鉄筋径には、「入力－部材・材料」－「頂版、側壁、底版」の内面鉄
筋径を使用します。

継
ぎ
手 継
ぎ
手

図1:断面図
　 （四辺固定支持）

図2:組立図
　 （四辺固定支持）

２．四辺単純支持（解析条件）の主鉄筋配置
「入力－部材・材料－解析条件」で「四辺単純支持」が選択され
た場合は、以下の鉄筋を配筋します。

・外面主鉄筋
頂版、側壁、底版で分離した「頂版鉄筋、側壁鉄筋、底版鉄筋」を
配筋します。

鉄筋径には、「入力－部材・材料」－「頂版、側壁、底版」の外面鉄
筋径を使用します。
・内面主鉄筋
「頂版鉄筋、側壁鉄筋、底版鉄筋」を配筋します。
鉄筋径には、「入力－部材・材料」－「頂版、側壁、底版」の内面鉄
筋径を使用します。

図3:断面図
　 （四辺単純支持）

図4:組立図
　 （四辺単純支持）

計算時に入力した側壁鉄筋径を図面に反映するには？

「入力－部材・材料－解析条件」で「四辺固
定支持」が選択された場合、以下の操作により
「外面主鉄筋（側壁鉄筋）」を配筋することで、
計算時に入力した側壁鉄筋径を反映した主鉄
筋配置の図面を生成することができます。
（1）「図面作成－鉄筋（詳細）－鉄筋入力・

鉄筋一覧」を選択
（2）「垂直主鉄筋」を選択
（3）「外面主鉄筋－側壁鉄筋形状」で「継

ぎ手２カ所」を選択
（4）「各鉄筋の詳細入力」を設定（側面筋

の鉄筋径に、計算時に入力した側壁
鉄筋径を入力）

（5）「確定」で終了
（6）「図面作成－図面生成」を実行
※「鉄筋情報」ボタンを押下して開かれる各
鉄筋画面で鉄筋情報（記号・径・寸法・配
置情報）を修正された場合は、「図面生
成」時に表示される確認画面（入力情報
に応じた鉄筋情報を生成した後に図面生
成をおこないますか？）での設定を「いい
え」としてください。

頂版が蓋状の配筋図を
作図するには？

「入力－部材・材料－解析条件」画面
で、頂版の解析条件を「四辺単純支持」に
変更することで、頂版が蓋状の主鉄筋配置
とした図面を生成することができます。

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

「マンホールの設計・3D配筋」の
主鉄筋配置の考え方
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図5:断面図
　 （外面側壁鉄筋あり）

図6:組立図
　 （外面側壁鉄筋あり）
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手

図7:断面図
　 （頂版：四辺単純支持）

図8:組立図
　 （頂版：四辺単純支持）
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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

プログラムをインストールしようとすると「特権が不足していま

す」というメッセージが表示され中断することがあります。この場合

にお試しいただきたい対処法を2つご説明します。

管理者として実行

フォーラムエイト製品のセットアップファイルは setup.exe と 

*.msi の2つから成ります（一部例外あり）。setup.exe を右クリック

して表示されるメニューにある「管理者として実行」を選び、インス

トールをお試しください。

図1:右クリックメニューにある「管理者として実行」

Administratorアカウントでインストール

　「管理者として実行」を行っても「特権が不足しています」

が表示されインストールできない場合があります。この場合は

Administrator権限のあるアカウントではなくAdministratorアカウン

トでのインストールをお試しください。手順は次のとおりです。

1. Windowsのスタートボタンの右クリックから「コンピューター

管理(G)」をクリックして「コンピューターの管理」を開く。

2. 「システムツール」→「ローカルユーザーとグループ」→「ユー

ザー」と移動し、「Administrator」という項目の右クリックから

「プロパティ」を選択する。　　　　　　　　　　　　　　　

図2:「ローカルユーザーとグループ」のAdministrator

3. 「アカウントを無効にする」のチェックを外して「適用」、

「OK」ボタンを押す。　　　　　　　　　　　　　　　　　

図3:「アカウントを無効にする」のチェックを外す

4. 「Administrator」という項目の右クリックから「パスワードの

設定」を選択する。

5. パスワードを設定する。　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

図4:Windowsスタートメニューに
追加されたAdministratorアカウント

6. ログオフする。

7. Administratorでログインする。

8. 目的のプログラムをインストールする。

9. ログオフする。

10. 当初のアカウントでログインする。

11. 上記手順1～2を行い、「アカウントを無効にする」のチェックを

付けて「OK」あるいは「適用」ボタンを押す。

製品全般のなぜ？　解決フォーラム

インストールで「特権が不足しています」
が表示されたときの対処法
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SEMINARSEMINAR INVITATIONINVITATIONEEEEMMMMMMINNAAAAARRRRREEEEMMMMMMIINNAAAAARRRRR IIIIINNNNNVVVVVITTTTTTAAAAAATTIOOOOOOONNNNNNIIIIIINNNNNVVVVVIITTTTTTAAAAAATTIIOOOOOOOONNNNNNフェア・セミナー情報

体
験
セ
ミ
ナ
ー

VR Simulation/CG
セミナー名 日程 会場

スイート千鳥エンジン体験セミナー 1月14日（金） 各会場/オンライン

組込システム入門体験セミナー 2月  9日（水） 各会場/オンライン

UC-win/Road・DS体験セミナー 3月24日（木） 東京/オンライン

FEM Analysis/BIM/CIM
セミナー名 日程 会場

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

1月18日（火） 各会場/オンライン

エンジニアのプログラミング入門体験セミナー 2月  8日（金） 各会場/オンライン

レジリエンスデザイン・CIM系解析支援
体験セミナー ES、地盤解析編

2月24日（木） 各会場/オンライン

スイート積算体験セミナー 2月25日（金） 各会場/オンライン

ビッグデータ解析体験セミナー 3月  3日（木） 各会場/オンライン

Allplan体験セミナー 3月  9日（水） 各会場/オンライン

地すべり対策ソリューション体験セミナー 3月25日（金） 各会場/オンライン

CAD Design/SaaS
セミナー名 日程 会場

鋼橋自動／限界状態設計体験セミナー 1月20日（木） 各会場/オンライン

港湾シリーズ体験セミナー 1月21日（金） 各会場/オンライン

橋梁下部工設計
(部分係数法・H29道示対応)体験セミナー

1月26日（水） 各会場/オンライン

車両軌跡／駐車場作図体験セミナー※2 1月27日（木） 各会場/オンライン

3D配筋CAD体験セミナー 2月  1日（火） 各会場/オンライン

土留め工の性能設計計算体験セミナー 2月15日（火） 各会場/オンライン

上水道・水道管体験セミナー 2月18日（金） 各会場/オンライン

橋梁長寿命化・維持管理体験セミナー 3月  2日（水） 各会場/オンライン

大型土のう／補強土壁の設計体験セミナー 3月  8日（火） 各会場/オンライン

建築基礎、地下車庫の設計体験セミナー 3月23日（水） 各会場/オンライン

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

オンライン：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。

※緊急事態宣言に伴い、対象地域での会場開催を中止し、オンラインのみとする場合がございます。詳細はHPに順次掲載しますのでご確認ください。

有
償
セ
ミ
ナ
ー

VR Simulation/CG
セミナー名 日程 会場

ジュニアソフトウェアセミナー

1月  6日（木）
～  7日（金） 各会場/オンライン

3月29日（火）
～30日（水） 各会場/オンライン

UC-win/Road・VRセミナー

1月13日（木） 仙台/オンライン

2月10日（木） 札幌/オンライン

3月10日（木） 名古屋/オンライン

UC-win/Road SDK / 
VR-Cloud®SDKセミナー 

2月17日（木） 東京/オンライン

Shade3Dセミナー（応用編） 3月17日（木） 各会場/オンライン

FEM Analysis/BIM/CIM
セミナー名 日程 会場

地盤の動的有効応力解析（UWLC）セミナー※３ 1月12日（水） 各会場/オンライン

動的解析セミナー（既設・補強編）NEW 1月25日（火） 各会場/オンライン

都市の地震防災セミナー※1 2月11日（金） 各会場/オンライン

熱応力・ソリッドFEM解析体験セミナー 2月22日（火） 各会場/オンライン

構造解析入門セミナー※1 3月18日（金） 各会場/オンライン

CAD Design/Cloud
セミナー名 日程 会場

土留め工の設計・3DCADセミナー※３ 1月19日（水） 各会場/オンライン

配水池・揚排水機場の設計セミナー 2月  2日（水） 各会場/オンライン

擁壁の設計・3D配筋セミナー 2月  4日（金） 各会場/オンライン

橋脚の設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応）セミナー

2月16日（水） 各会場/オンライン

二柱式橋脚／ラーメン橋脚の設計
（部分係数法・H29道示対応）セミナー

3月15日（火） 各会場/オンライン

斜面の安定計算セミナー※３ 3月16日（水） 各会場/オンライン

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。

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

UC-win/Road・VR 1月18日（火）

F8VPS NEW 1月25日（火）

Engineer's Studio® 2月18日（金）

【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

Engineer's Studio® 1月12日（水）

F8VPS NEW 1月21日（金）

EXODUS・SMARTFIRE 3月  2日（水）

UC-win/Road VR
3月16日（水） 上海/青島/オンライン

3月  9日（水） 台北/オンライン

UC-win/Road・DS 4月 12日（火）

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

UC-win/Road VR 1月18日（火）

F8VPS NEW 1月25日（金）

【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）

※２ 一般社団法人 交通工学研究会 認定

申込方法

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

※３ 公益社団法人 地盤工学会 認定
※１ 受講料： ・各会場：￥9,900　・オンラインセミナーインタラクティブ：￥9,900
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SPU INFORMATIONSPU INFORMATION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

懇親会（2022年1月26日（水）芦屋）

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

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。

「目標達成へのプロセス～チームワークとコミュニケーション～」 「日米でみるコミュニケーション、クリエイティビティー、経営術の違い」

■日程：2022年2月22日（火）または24日（水）19：00～
　講師：未定
※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。

１５：００ -１５：１５ ご挨拶、FORUM8の活動と製品開発
１５：１５ -１６：２０ 特別講演　 高村正彦氏　　　　
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 スイート会計シリーズプレゼンテーション
１７：３０ -１９：００ ネットワークパーティ中央大学法学部を卒業後、弁護士として活躍。55年の衆院

選で初当選し、経済企画庁長官、外相や法相、防衛相を歴
任。平成24年から自民党副総裁を務める。29年に国会議員
を引退。現在は、自民党憲法改正推進本部の最高顧問。

 2022年1月26日（水）会場：芦屋ベイコート倶楽部
前自由民主党副総裁、弁護士 高村 正彦 氏

内容特別講演

開催
予定

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。今後は以下の地域にて開催を予定しております。皆様のご来場心よりお待ち申し上げます。

※詳細は決定次第HPにて掲載いたします。
https://seminar.forum8.co.jp/detail.html?id=101

未定

開催予定 ■日程：2022年1月25日（火）19：00～
　「ポストコロナの日本経済」
　講師：第一生命経済研究所首席エコノミス　永濱 利廣氏

大阪

高村氏連載「高村正彦の政治外交講座」>>P.118

「空想的平和主義と現実的平和主義　振り子の真ん中で」

2021年12月2日（木）

会場：横浜ベイコート倶楽部

【懇親会】12月3日（金）

会場：カメリアヒルズ
　　  カントリークラブ

大宮アルディージャVENTUSシニアアドバイザー佐々木 則夫 氏東京
特別講演

福岡
特別講演

弊社CMキャラクターパトリック・ハーラン 氏

SPU招待特別講演・懇親会レポート【東京・福岡】

2021年12月6日（月）
会場：ヒルトン福岡
　　　シーホーク

※ご参加にあたってのSPUの皆様の宿泊費は弊社が負担いたします。
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SDGs

■女性が働きやすい職場環境を推進

「えるぼし」企業
の「認定段階2」
を取得
（2017.8.23付）

SDGsには「5 ジェンダー平等を実現しよう」というゴールがあり、

「女性のエンパワーメント促進のため、ICTをはじめとする実現技術

の活用を強化する」、「ジェンダー平等の促進、ならびにすべての女

性および女子のあらゆるレベルでのエンパワーメントのための適正な

政策および拘束力のある法規を導入・強化する」といったターゲット

が設定されています。

フォーラムエイトでは、早くからダイバーシティへの配慮や成果主

義の導入により、性別や国籍を問わず多様な人材が活躍できる機会

を設けており、女性取締役／執行役員／管理職を多く輩出してきまし

た。全社員に対する女性社員の割合は年々増加傾向にあり、出産・育

児や介護を両立させながら働き続ける女性社員の増加が今後も見込

まれるため、働きがいやより働き続けやすい環境を提供できるよう、

制度を順次拡充しています。

その一環として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

（女性活躍推進法）に基づく一般事業主行動計画を定め施策を実施

しており、同法の第9条に基づく「えるぼし」企業の「認定段階2」を2017

年に取得しています。本認定の5つの評価項目である、(1)採用、(2)継続

就業、(3)労働時間等の働き方、(4)管理職比率、(5)多様なキャリアコー

スのうち、弊社は（2）以外の4項目において基準を満たしています。

■女性のエンパワーメントを目指すWEリーグの
　大宮アルディージャVENTUSを応援
フォーラムエイトは、2021年9月に開幕した日本初の女子プロサッ

カーリーグ「WEリーグ」の大宮アルディージャVENTUSをトップパー

トナーとして応援しています。WEリーグはWomen Empowerment 

Leagueの略称で、「女子サッカー・スポーツを通じて、夢や生き方の

多様性にあふれ、一人ひとりが輝く社会の実現・発展に貢献する」こ

とを理念に掲げて創設され、現在、大宮を含む11クラブが参加してい

ます。

チーム名はラテン語で「風」を意味する「VENTUS」に由来し、女性

のエンパワーメントを目指すWEリーグで女子サッカー界に新たな風

を吹き込むという意味が込められています。「えるぼし企業 認定段階

2」取得の女性活躍応援企業として、フォーラムエイトは同チームの趣

旨に賛同し、トップパートナーとして協力しています。

弊社では、「女性活躍推進法」や「次世代育成支援対策推進法」な

どに基づく一般事業主行動計画の計画・実施を通じて、全ての従業員

がその能力を十分に発揮できることを目指しています。今後も、従業

員がよりいっそう働きやすい環境作りに努め、先進的なソフトウェア

開発とサービス技術の提供を通して、持続可能で安全安心な社会の

創造に貢献していきます。

フォーラムエイトは、エンジニアリングソフトウェア開発とそのサービス技術により、社会に安全・安心をもたらすことを使命に活動していま

す。この使命の下における当社の業務は、国連が掲げる持続可能な開発目標（SDGs）と軌を一にするものです。その上で、持続可能な社会

の土台は、地球環境であり、人間社会と経済活動の持続可能性はそれによって支えられているとの認識に立って、フォーラムエイトにおける

目標の重き付けをして、担うべきターゲットを明らかにしています。

ソフトウェア開発でSDGsに貢献！

第9回

第9回 ダイバーシティ、ジェンダー平等を図り働きがいのある環境を実現
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■国交省／日本版MaaS推進で追加公募／　　　　　　　　　

新モビリティサービス等5支援事業

国土交通省は、新モビリティサービス推進事業で追加公募し、日本

版MaaS（Mobility as a Service）の普及に向けた基盤づくりを支援する

ことにした。公募及び補助対象経費精査後、速やかに補助金交付を決

定する。

同省では、混雑を回避した移動や、パーソナル移動など、with／after

コロナにおける新たなニーズにも対応したMaaSを推進するため、MaaS

の実現に必要となる基盤整備や、法改正で新設された計画認定・協議

会制度の活用等について支援（導入経費等費用の一部補助）すること

にしている。

新型輸送サービス導入支援事業（①AIオンデマンド交通に係る部

分②シェアサイクル、マイクロモビリティ等に係る部分）、地域交通キャ

ッシュレス決済導入支援事業、地域交通データ化推進事業、混雑情報

提供システム導入支援事業、新モビリティサービス事業計画策定支援

事業、の5つのメニューに関して、6月から7月にかけて公募し、これらに

関する支援事業を採択し、このほど、これらに関する追加公募したもの

である。（2021．12.3／4面） 

■国交省／第22回「空港技術報告会」開催／　　　　　　　　

テーマは2050年カーボンニュートラル

国土交通省航空局では、12月7日（火）午前10時よりWEBでの配信

により、第22回「空港技術報告会」を開催する。『2050年カーボンニ

ュートラル～空港における脱炭素化に向けた取組み～』をテーマに関

連した報告、及び空港における技術開発、計画、工事、研究成果等に

関する報告を行う。

報告に先立ち、基調講演1「2050年カーボンニュートラルに向けた

空港脱炭素化への期待」（小笠原靖環境省地球環境局地球温暖化対

策課長）、基調講演2「海外空港における脱炭素化への取組みについ

て」（笹川明義一般財団法人みなと総合研究財団調査研究部主任研

究員）が行われる。（2021.12.3／4面）

■国交省・国総研／ 道路との連携で27者が参画／　　　　　　

自動運転普及拡大に向け共同研究開始

国土交通省は、自動運転の普及拡大に向けた道路との連携に関す

る共同研究を開始する。高速道路での安全で円滑な自動運転を官民

が連携し検討を進めるため、官民共同研究への参加者を公募した結

果、国土技術政策総合研究所（国総研）と民間企業等27者（28団体）

が参画し、自動運転に対応した区画線の要件案（管理目安など）や先

読み情報提供システム仕様書案の作成に向け、研究を進めていくこと

にした。

今般、共同研究開始により、自車位置特定補助情報に関する研究

及び先読み情報に関する研究の2項目に取組む。自車位置特定補助情

報（横断方向）では、車載センサーによる自動運転車の自車位置特定

を補助し、区画線や路面標示の要案件の作成及び実証実験による検

証等を行う。

先読み情報では、車載センサでは検知できない前方の状況を車両

に提供することで自動運転の継続を支援することとし、対象とする

ユースケースの特定、各ユースケースにおいて収集・提供する情報項目

の特定、情報収集・提供フォーマット案の作成、情報収集・提供システ

ム仕様案の作成、実証実験による検証等を行う。（2021.11.26／1面）

■TV会議で「日ASEAN交通大臣会合」開催／　　　　　　　

2021ー22年連携行動計画等を承認

日本とASEAN間の交通分野における協力連携（日ASEAN交通連

携）を進めるための、第19回「日ASEAN交通大臣会合」はこのほど、

テレビ会議方式により開催され、中山展宏国土交通副大臣が共同議

長として出席した。また、大臣会合に引き続き、日本をはじめ米中等

ASEAN対話国及び協力機関を含めた特別会合が開催され、交通・物

流のデジタル化の促進をテーマに意見交換した。

日ASEAN交通連携は、2003年に創設された、交通分野におけるわ

が国とASEANの協力枠組み。

冒頭挨拶で中山副大臣は、ASEANにおける交通分野の課題の解決

に向けた協力の重要性に加えて、新型コロナウイルス感染拡大から経

済回復について、持続可能な回復を目指す必要性を強調した。

同会合では、ASEAN地域における交通の連結性をさらに推進する

ため、わが国から「ビッグデータの活用によるモビリティの向上」の新

規プロジェクトの実施を含む日ASEAN交通連携ワークプランの2021～

2022年の行動計画を提案し、承認された。（2021. 11.24／5面）

■NEDO／次世代航空機に関する研究開発／　　　　　　　　

グリーンイノベーション基金事業で着手

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、2050年カーボンニュートラルの

実現を目指し、次世代航空機の開発として、水素航空機向けコア技術

や航空機主要構造部品の飛躍的軽量化に関する4テーマの研究開発

に着手する。同事業では、水素や素材など国内の要素技術の強みを最

大限活用することで、機体・エンジンの国際共同開発参画比率（現状

約2～3割）を向上することを目指し、航空分野の脱炭素化に貢献すると

した。

日本は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。経済産業省はこれに経営課題として取組む企業などに対

して、10年間、研究開発・実証から社会実装までを継続して支援する

グリーンイノベーション基金事業を立ち上げた。

今回の公募で採択したテーマは、水素航空機向けコア技術開発関

連で、一つは水素航空機向けエンジン燃焼器・システム技術開発。ま

た、航空機主要構造部品の複雑形状・飛躍的軽量化開発関連で、2035

年以降に投入される航空機への搭載を目指し、既存の金属部材から約

30％の軽量化を達成する。（2021. 11.22／5面）

電波タイムズダイジェストVol.29　2021.11～2021.12
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/  
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派閥領袖に至る経緯
政権や重要施策へのアプローチ

連載  第６回

　組織のリーダーにはいろいろなタイプがあり、
組織内にもやはりいろいろな人がいます。組
織あるいはプロジェクトを取りまとめていくという
ことは、リーダーとしてそれぞれの人をどう活か
すか、という話。だからメンバーに「滅私奉公で
やってもらいたい」と思えば、リーダー自身は「メ
ンバー以上に滅私奉公にならなければいけな
い」。しかし高村さん自らは「『滅私奉公』なん
て出来ない」と言い、自分を活かして奉公する
「活私奉公」を標榜。その観点から、それぞれ
異なる能力・個性の人がそれらを最大限発揮
し、同じ目的に向かって働けるようにすることが
これからの組織にとって大切になる、との考え
を示します。

平和主義と現実主義の
伝統受け継ぐ派閥

　父・坂彦氏の政界引退を受け初めて臨ん
だ1980年の衆議院選挙で当選した高村さん
は、かつて父が所属し、自らも入ることとしてい
た三木派の総会に出席。ところが思いがけず、
そこで派閥領袖の三木武夫氏が派閥解消を
宣言。その数ヵ月後、河本敏夫氏が旧三木派
を母体とする河本派を立ち上げるのを機に、高

村さんは同派に所属します。

　「三木さんと河本さんの共通点は、ともに平
和主義者ということです」。三木氏は戦前、大
政翼賛会の非推薦候補として衆議院議員に
なり、日米関係が緊迫化してきた中で催された
日比谷公会堂の演説会では米国との開戦へ
の反対を主張。また河本氏も旧制姫路高校在
学中、反軍演説をしたことなどから放校された
過去があります。その一方で河本氏は後年、国
際緊急援助隊への自衛隊参加や、湾岸戦争
後のペルシャ湾への自衛隊掃海部隊派遣の
必要性を訴える高村さんをバックアップ。筋金
入りの平和主義者と目されてきた河本氏は、必
要に応じ極めて現実主義的な対応も見せた、
と高村さんは振り返ります。
　河本氏が1996年に政界を引退して以降
も、谷川和穂氏を代表世話人としベテラン議
員が集団で牽引する体制で旧河本派は継続。
もう少し若い世代からの新たな会長擁立を求
める機運が派内に醸成されてきたのを背景に、
大島理森氏を介して高村さんか同期の臼井
日出男氏のいずれかでどうか、と打診。中央大
学の先輩でもある臼井氏から「高村、お前やれ
よ」と言われ、大島・臼井両氏が手伝ってくれ
るなら、と受諾。とはいえ、河本氏と同じように
は出来ないとの思いもあり、高村さんの会長就
任（2000年）後も「旧河本派」の名称はその

ままにスタート。翌年に河本氏が亡くなった後、
「高村派」に改称されています。

総裁選出馬
　派閥内で総裁選に出てはという話が持ち上
がり、高村さんは2003年の自民党総裁選に
出馬します。当時は小泉純一郎総理大臣の
絶頂期で勝算は低かったものの、小泉氏の国
債発行額30兆円未満抑制方針への危機意
識から、1）ワイズ・スペンディングにも通じる、
いつかやらなければならない公共事業の厳格
な審査に基づく前倒し実施、2）少子化対策と
しての児童扶養手当拡充―を柱に公約。た
だ、立候補に必要な20人の推薦人集めには
苦労。もともと小所帯の派閥であるのに加え、
自身や現職閣僚、総裁選管理委員長を除くた
め、派閥外から7名を確保して何とかクリア。総
裁選中には一人の評論家が悪意あるコメント
を発し、それに対する自らの怒りが小泉氏に向
いてしまったのは若気の至りだった、と自省しま
す。総裁選の結果は立候補した4人中最下位
ながら、取得した議員票54票は派閥18名の3
倍に相当し、予想外の健闘に場内でどよめき
が起こったといいます。他方、そこでの経験から
自身の腹の中では「総裁選は一度でいいな」
との思いを強くした、と明かします。
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　前自由民主党副総裁で、経済企画庁長官や外務大臣、

法務大臣、防衛大臣などの要職を歴任された高村正彦さ

ん。フォーラムエイトの特別顧問に就任いただいたのを機

に、連続インタビューを実施。「Up & Coming」2020年秋の

号（131号）より「高村正彦の政治外交講座」と題し、連載を

スタートしています。

　本連載では、複数回にわたるインタビューを通じ、氏の弁

護士あるいは政治家としての多様かつ貴重な経験に基づ

くお話を誌上にて再現。その政治や外交に関わる独自の視

点にも迫っていくことを目指します。

　前・後編（134号・135号）にわたったパックン（パトリック・

ハーランさん）との対談を挟み、連載第6弾では、自らが経験

された派閥継承と総裁選出馬、さらにキーパーソンとして関

わった郵政解散や環太平洋パートナーシップ（TPP）を巡る

逸話、その後主要なプレーヤーらが交代し大きく環境の変

化したTPPの取り組みへの思いなどを語っていただきます。
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郵政解散とTPP

　衆議院本会議での郵政民営化法案の採決
（2005年）で棄権したため、郵政族の一人の
ように見られているがそうではない、と高村さん
は述べます。満場一致で決めるという総務会
の慣例を無視し、議論が十分熟さないうちに同
法案を採決。自身は反対したものの、総務会長
が賛成多数を宣言。しかし、そうなった以上は自
ら反対票を入れることはない、と派閥の例会で
明言。一部所属議員から「反対したい」との相
談があり、否決されれば小泉氏は解散し、そうな
ると彼らは公認されず当選できない。自分が代
表で棄権するから彼らには賛成するようにと説
得。衆議院は僅差で可決されたが参議院では
否決。結果的に衆議院は解散され、小泉氏が
公認権をフルに活用した小泉劇場は氏の狙い
通りに成功を収めました。なお、これを機に自民
党の支援団体を離れた全国特定郵便局長会
に対し、高村さんは国民新党の長谷川憲正氏

を介するなどして折衝。独断で自党の非を詫び
関係修復に繋げています。
　民主党政権下で環太平洋経済連携協定
（TPP）に参加するか否か検討されていた
2011年、茂木敏充政調会長の依頼により
高村さんは党内でTPPの議論をする外交・経
済連携調査会長に就任します。当時、TPPは
「聖域なき関税撤廃が前提だから反対」とす
る議論が多かったことを踏まえ、「聖域なき関
税撤廃を前提とする限り交渉参加に反対」と
いうキーワードを考案。党内の推進・反対両
派の幹部に諮り、それぞれから合意を得ます。
自民党が政権復帰（第2次安倍内閣）した翌
2013年、来日した新旧の米国務次官補（ダ
ニエル・ラッセル氏とカート・キャンベル氏）から
の申し出で会食。TPPへの参加を求められた
のに対し、高村さんは「予め全ての分野の関
税撤廃が前提ではなく、全て交渉で決まると
いうことを約束してくれればいい」と回答。する
とその後、訪米した安倍首相にオバマ大統領

が高村さんの言葉通りに約束し、安倍首相が
TPP交渉への参加を決断するに至ります。こ
れまでの間、トランプ大統領時代に米国が同
交渉から脱退した後、日本を始め残る国々が
何とかTPPの枠組みを形成。英国や中国など
が参加の意向を示すなどTPPを巡る世界の
情勢は大きく変化。高村さんはこうした経緯も
含め、日本の参加を強く勧めた米国が新政権
の下、TPP交渉の場に復帰することへの期待
を述べます。

（執筆:池野 隆）

高村正彦氏 プロフィール

前自由民主党副総裁／弁護士。1942年生まれ。山口県出身。中央大学

法学部を卒業後、1968年に弁護士登録。1980年の衆議院選挙で初当選

し、経済企画庁長官や外務大臣、法務大臣、防衛大臣などの要職を歴任。

平和安全法制や憲法改正などの党内議論を主導した政策通としても知られ

る。2012年に自民党副総裁に就任し、2018年に退任するまでの通算在職

日数は歴代1位を誇る。現在は自民党憲法改正推進本部最高顧問など。

著書

私の履歴書　振り子を真ん中に
著 高村正彦／発行 日本経済新聞出版社

現実的に合理的に何が国益かを考える。外交・

安全保障で活躍してきた自民党副総裁が、自らの

原点から、37年余の議員生活まで回顧。生 し々

い証言の数 か々ら、政治の実相が現れる。

高村氏による書画作品

SPU招待特別講演にて
高村氏の登壇が決定！

特別講演「空想的平和主義と現実的平和主義
　　　　　　　　　　　    振り子の真ん中で」
開催日：2022年1月26日（水）
会　 場：芦屋ベイコート倶楽部（兵庫県芦屋市）

詳細は▶P.115
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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。

不安はこころの危険信号？
　不安（anxiety）は漠然とした未分化な
恐れの感情（精神医学事典より）であり、 
自己の存在に対して脅威になるような事
象の生起を予測することによって生じる不
快な情動状態をいいます。
　一方、心理学者のダーゼンは「不安は
自由の影の側だ」と言っています。私たち
が意識的に、自由に行う行動には不安が
伴います。不安を感じているときには自律
神経の交感神経が優位となり、動悸や胸
が締め付けられる感じや、発汗など身体
症状を伴うことも少なくありません。痛み
が身体への危険信号であるように、不安
は私たちの自己保存本能からくる危険信
号でもあるため、正常な反応といえます。
でも不安が、量的に過度となり、かつその
場面にそぐわずに反復して出現するよう
になる場合には病的な不安となっていき
ます。

病的な不安
　病的な不安はこころの病気である不安
障害として大きく分けて次の4つのタイプ
があります｡ ①不安を抱く事柄や状況が
比較的特定のものに限られている種々の
恐怖症。恐怖も不安同様に危険信号です
が、不安との違いは対象が今、目の前のこ
とや、頭の中に存在することになります。
例えば社会恐怖であるのが社交不安障
害、高いところが怖い高所恐怖症などで
す。 ②不安を抱く事柄や状況が特定され
ておらず様々な事柄や状況で不安になる
全般性不安障害。 ③特徴的な身体症状
を伴うパニック発作を繰り返すパニック障

害。 ④薬物やアルコールなどの物質を摂
取することによって不安が生じる物質誘
発性不安障害。

不安とのつきあいかた
　私たちは考える生き物です。でも先のこ
とを考えれば考えるほど不安になってい
き、過ぎたことを考えれば考えるほど落ち
込んでうつになっていきます。私たちは過
去と未来ばかりに生きていていて、「今」こ
の瞬間を感じて生きていることよりも、過
去や未来にとらわれて生きているといえ
ます。日々の生活のなかでこころのセルフ
ケアとしてマインドフルネスや森田療法の
考え方が役立ちます。不安はその原因を
考えて、コントロールしようとしたり、不安
をなくそうと努力すればするほど、かえっ
て不安にとらわれ、雪だるま式にだんだん
大きくなっていきます。森田療法では不安
の原因を探したり、不安をなくそうと行動
するのではなく、不安はあってもできるこ
とを行動するようにすすめます。感情はコ
ントロールできませんが、行動は意識して
コントロールできます。頭で考えることで
はなく行動、身体を動かすことがキーポイ
ントです。具体的には、不安を強く感じて
いるときに、食器を洗ったり、お掃除をす
る、身体を動かし意識を別のことに向けて
いきます。不安があっても身体を動かすこ
となどができます。キッチンをきれいに磨
いているうちにいつの間にか不安が消えて
いることもあるのです。運動で汗をかくこ
とも役立ちます。一方、普段から不安を強
く感じる人は神経質な人かもしれません。
「まじめすぎる」「白か黒か、100か0か」
「几帳面で、～すべき、ねばならない」「完
璧主義の人」など、こころがかたい傾向

があります。「いいかげん」を「良い加減」
として、頑張りすぎない、「まあいいか」や
「あいまい」を受け容れ、60点主義でも過
ごせることができ、こころを緩めることが
できれば不安を強く感じなくなることが
可能です。

呼吸による不安の軽減
　不安な時、息を吸うことではなく息を
吐くことに意識を向けます。ゆっくり長く
口から静かに息を吐きます。なるべく深く
ゆっくりした呼吸で、おへその下3㎝の丹田
と呼ばれるところに意識を集中して吐くと
きにはお腹がしぼむのを観察して下さい。
不安なときは、身体に力が入り、呼吸が浅
くなっています。マインドフルネスは今、こ
こで自分に気づいていることが基本にな
り、自分の呼吸を意識してひたすら感じる
ことです。不安な時に目を閉じて鼻で呼吸
をします、鼻から息を吸って鼻から吐くこ
と、呼吸を眺めていきます。他にも呼吸に
意識を向ける方法として「4・7・8呼吸」が
あります。鼻から深く静かに息を吸いなが
ら4数えます（口は閉じて）。息を止めて7
数えます。口から息を吐き8まで数えます。
吸う息と吐く息が１：２となっていること、
呼吸をカウントすることで意識が呼吸に向
きます。自分に合った呼吸法で、先のこと
や不安なことを考えることから、呼吸に意
識をただ向けることができれば、こころは
落ち着いてきます。
　何をするにも不安があり、未来にとらわ
れると不安がつよくなります。石橋をたた
いて渡る人ほど不安が強くなるのかもしれ
ません。何ごとも徳川家康の名言「及ばざ
るは過ぎたるより勝れり」であるのがいい
のものかもしれません。

連載 【第16 回】
「不安」とつきあうために
知っておきたいこと

　新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる影響で以前より強く「不安」を抱くようになった人は多い
かもしれません。実際あなたは今、何かに対して不安を抱いているかもしれません。そして不安がないほうが
いい、この不安さえなければ何でもできるのにと考え、不安を取りのぞこうとしていませんか。今回はこの
「不安」について考え、どのように不安とつきあえばよいのか、具体的な方法を含め紹介します。
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　セルフメディケーションの定義は「自分自身の健康に責任を持ち、軽度
な身体の不調は自分で手当てすること」ですが、前回の背骨の柔軟性に
続いて今回は股関節の柔軟性の低下が不調にどのように影響していくか
についてお話しします。

　コロナ禍の「歩かない」「積極的に脚を使わない」生活の中で、知らぬ
間に低下しているのが股関節の柔軟性です。股関節を動かさないでいる
と骨格でつながっている骨盤から背骨の動きまでも硬くなるので、日常の
動作一つ一つの動きが小さくなり、全身の活動量が低下して慢性的な運
動不足を起こします。

　運動不足で中性脂肪やコレステロールが増えれば動脈硬化や狭心症
のリスクを高め、血流が悪くなれば冷え、肩こり腰痛、生理痛などの不調の

原因になり、さらに頭痛、睡眠障害や心的不調にまで悪影響してしまう恐
れがあります。どれにも股関節の柔軟性の低下を含む全身の「運動器機
能不全」が原因となっています。ピルビスワークは背骨や股関節の柔軟性
を高めて運動器機能の低下を予防する効果が高いストレッチなので、運
動が苦手な方こそ日常習慣に取り入れる事をお勧めしています。

　今や世界的にヨガ人口が増えて、ストレッチサロンが店舗を増やし、書
店では「◯◯日で開脚ができる！」などの本がベストセラーになるなど、柔軟
性の良し悪しが健康のバロメーターになっている良い傾向もあります。

　柔軟性の良し悪しを測るのに最もポピュラーな動作は前屈のストレッチ、
さらに開脚やY字バランスなど高度なストレッチもありますが、これは全て背
骨と股関節の柔軟性を必要とする動きです。

これはPNFストレッチの手法で、筋肉を伸ばす時に神経を刺激して、凝
り固まって反応が低い筋肉を回復させる効果が期待できるストレッチ方法
です。アメリカでは70年以上の歴史があり、当初はリハビリなどを目的とし
て編み出された、少し負荷をかけたながら行うストレッチです。
　PNFストレッチのやり方については動画を参考に実践してください。
（動画は上記YouTubeチャンネルをぜひご覧ください）

　今回ご紹介したストレッチを習慣的に繰り返し行う事で、徐々に前屈や
開脚のストレッチを行えるようになり、背骨と股関節の柔軟性の向上は脚
から上半身への力の伝達もスムーズになり、日常の生活習慣の中での全

身の活動量が増えて行きます。毎日積極的に股関節のストレッチを行って
前屈・開脚できる柔軟性を高めましょう！

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 2 回

ストレッチの方法
仰向けの姿勢で軸側の膝を曲げて足裏で
床を押さえます。
1 股関節屈曲(曲げる)　　　　　　　

可動側の脚を体幹部に近づけて来る
動きが股関節の屈曲動作

2 股関節伸展(伸ばす)　　　　　　　
可動側の脚を体幹部から遠ざける動き
が股関節の伸展動作

3 股関節の内転と内旋(閉じてひねる)
可動側の脚を中心に寄せながら、股関
節を内側にひねる動作

4 股関節の外転と外旋(開いてひねる)
可動側の脚を外に開きながらひねる
動作

5 1 ～ 4 の動作を連続して行う動作

一般社団法人 日本ピルビスワーク協会　立花 みどり

股関節のストレッチ

pelviswork

https://pelviswork.com

 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。

股関節屈曲（曲げる）股関節屈曲（曲げる）

股関節の内転と内旋（閉じてひねる）股関節の内転と内旋（閉じてひねる）

股関節伸展（伸ばす）股関節伸展（伸ばす）

股関節の外転と外旋（開いてひねる）股関節の外転と外旋（開いてひねる）

股関節の回旋（回す）股関節の回旋（回す）

股関節の基本の動作は①曲げる②伸ばす③開く④閉じるですが、さらに⑤内側にひねる⑥外側にひ
ねる動きとこれらを組み合わせて行う⑥回す動きが重要です。そこで床に仰向けになって、体を床に支
えてもらいながら股関節の6つの基本動作を行うのがピルビスワークのストレッチです。

この基本の動作からさらに柔軟性
を高めるためには、曲げた関節の角度
を維持したまま、筋肉に力を加えると、
神経が刺激されて疲労や老化で働き
が低下している筋肉の機能を回復し
やすくなります。

11

33

22

44

55

仰向けの姿勢で軸側の膝を曲げて足裏で床を押さえます仰向けの姿勢で軸側の膝を曲げて足裏で床を押さえます

「股関節の柔軟性」

https://youtu.be/RVhYcOnFrVM

フォーラムエイト社内にて、第1回
ストレッチコンペを東京本社と各
拠点オンラインで開催。コンペの
様子は当社SNSにて公開中！

ピルビスワークストレッチ社内コンペ開催！
（2021.11.25）

講師・審査員
日本ピルビスワーク協会
荒川恵里奈先生
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1.インボイス制度とは 
正式には「適格請求書等保存方式」といい、2023年10月1日から導入

されます。まだ先の話ですが、この適格請求書等を発行できる事業者

すなわち「適格請求書発行事業者」（以下登録事業者という）の届出と

受付が2021年10月1日から始まりました。

2.今はどうなっているのか？
現在は、事業者は租税公課や保険料や給与や住宅の家賃等法律で

非課税とされている取引以外は、全て消費税が課税されているものと

して差額を計算し消費税を国に納めています。しかし小規模の事業者

も全てこの計算をすると煩わしいだろうということで、売上が1,000万円

以下の事業者に関しては納税を免除しています（表1）。

課税事業者
納税の義務がある
→売上と一緒に預かった消費税は税務署へ納付

免税事業者

納税の義務がない
→預かった消費税も取り分になる

免税事業者の条件（両方を満たすもの）
・前々年の課税売上高が1,000万円以下
・特定期間※の課税売上高またはその間に支払った
給与等が1,000万円以下

　 ※個人事業主の場合は前年1月1日～6月30日を指す

表1　課税事業者と免税事業者の違い

3.インボイス制度導入後は
インボイス制度が導入されると、事業者は消費者から預かった消費

税から、登録事業者が発行した請求書や領収書に記載された消費税

だけを差し引いて差額を国に納めます。

普段は消費者しか相手にしていない小売店や飲食店でも、大口の

会社からの注文などで、「適格請求書等」（領収書）の発行を求められ

た時、登録事業者でないと発行ができません。そして登録事業者にな

るということは課税事業者になるということですから、売上1,000万円

以下の免税事業者も例外ではありません（図1）。

2023年10月1日の制度導入後において、免税事業者等からの課税仕

入れに係る経過措置も設けられていますが、2029年10月1日から完全

に控除不可となりますので、確認が必要です（図2）。

2023/10/1 2026/10/1 2029/10/1

　免税事業者等からの
課税仕入 80％控除可 　免税事業者等からの

課税仕入 50％控除可 　免税事業者等からの
課税仕入 仕入控除不可

インボイス制度開始

図2　免税事業者、消費者などインボイス発行事業者以外からの課税仕入は
原則仕入税額控除できない経過措置

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、2023 年より導入されるインボイス制
度の「適格請求書発行事業者」の登録が 10月 1日より開始いたし
ましたので、解説いたします。

インボイス制度について

図1　現行制度とインボイス制度との違い

現在（～ 2023.9.30）

商品

代金　¥80,000
消費税 ¥8,000

消費者
課税事業者

CASE1. 仕入先が「登録事業者」の場合
（課税事業者）

・ABC 社の納付額は現行と同じ（仕入税額控除）
・仕入先 Bさんに納税義務が発生
・Bさんはこれまでの請求書ではなく、
　「適格請求書」を発行しなければならない

・従来控除されていた、仕入時に払っている
　8,000 円が納付対象に！
・仕入先 Bさんは現行通り消費税納付の義務なし
・免税事業者は「適格請求書」を発行できない

CASE2. 仕入先が「免税事業者」の場合
免税事業者

インボイス導入後（2023.10.1 ～）

仕入先 B さん ABC 株式会社

商品

代金　¥100,000
消費税 ¥10,000

税務署

10,000 円－ ＝
消費者から預かった

8,000 円
仕入先Bさんに払った

2,000 円を納付
免税事業者なので
支払い義務なし×

Point!

Point!

現行と同じ
納税義務が発生

適格請求書」を発行

免税事業者は 適格請求書」を発行できない
仕入先 Bさんは現行通り
8,000 円が納付対象
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4.登録事業者における適格請求書の対応について
登録事業者は、適格請求書（以下インボイス）の発行が義務付けら

れます。インボイスに必要な記載事項は従来の記載事項［1］～［5］に

加えて下線の項目が追加されます。

[1]

[5]

[3]

[3]
[4]

[6]
[2]

［１］適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
［２］取引年月日
［３］取引内容
［４］税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率

［６］税率ごとに区分した消費税額等
［５］書類の交付を受ける事業者

図3　適格請求書の記載事項

また、インボイスを交付することが困難な一部の取引においては、

交付義務が免除となります。

インボイス交付免除
・3万円未満 公共交通機関（バス、鉄道など）
・3万円未満 自動販売機 販売品
・郵便切手投函分など

他にも、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合もあり、

前述した交付免除の3例の取引に加え、下記のような場合にはインボイ

スが不要となります。

帳簿のみで仕入税額控除可能
・3万円未満 公共交通機関（バス、鉄道など）
・3万円未満 自動販売機 販売品
・郵便切手投函分
・従業員出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当 等

なお、簡易課税制度※を選択している場合はインボイス保存は不要

です。※前々年度の課税売上高が5,000万円以下で、事前に届出書を提出している事業者に限る

5.インボイス発行事業者手続きについて
制度の始まる2023年10月1日から適格請求書発行事業者として登録を

受けるためには、2023年3月31日までに登録申請を行う必要があります。

登録が完了すると、法人番号を有する課税事業者には、「T+法人

番号」の登録番号が、それ以外の事業者には「T+13桁の数字」が通

知されます（図3［1］）。国税庁の適格請求書発行事業者公表サイト

（https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/）からも検索が可能です。

図4　登録申請手続について
　　（国税庁「令和3年10月1日登録申請書受付開始！」リーフレットより）

適格請求書発行事業者公表サイト 

一度に最大 10件
まで検索可能

公表の申出があった
場合のみ表示

出典・引用 
［1］株式会社エッサムゆりかご倶楽部（一部編集）

［2］国税庁「適格請求書等保存方式の概要 －インボ
イス制度の理解のために－」

監修：久次米公認会計士・税理士事務所

課税事業者

商品+適格請求書

代金　¥80,000
消費税 ¥8,000

商品

代金　¥100,000
消費税 ¥10,000

8,000 円を納付

支払い義務なし×

消費者

2,000 円を納付

課税事業者免税事業者

商品

代金　¥80,000
消費税 ¥8,000

商品

代金　¥100,000
消費税 ¥10,000

10,000 円を納付

課税事業者
仕入先 Bさん仕入先 Bさん

仕入先 Bさん仕入先 Bさん

ABC 株式会社ABC 株式会社

ABC 株式会社ABC 株式会社 消費者
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実施期間

▶レンタルアクセス購入を同時お申し込みで、製品定価より10%OFFでご提供いたします。
▶過去にレンタル、購入いただいたユーザ様は、製品定価より15%OFFでご提供いたします。

パックンマックンの結成25周年記念ツアー特別協賛を記念いたしまして、
30万円（税抜）以上新規購入のお客様で、希望者の中から抽選で 10名様に
3/19東京公演観覧チケットをプレゼントいたします。

地方創生・国土強靭化FORUM8セミナーフェア開催を記念いたしまして、

セミナー受講ユーザ様は、セミナー紹介製品を10％OFFで
ご提供いたします。

2022年1/1（土）⇒ 2022年3/31（木）  

実施期間 2022年1/1（土）⇒ 2022年6/30（木）  

キャンペーン情報

対象製品例

UC-win/Road Ver.15 Advanced

Shade3D Ver.22 Standard

Engineer's Studio® Ver.10 Advanced

FEMLEEG Ver.11 Advanced

Geo Engineer's Studio Ver.2 Standard

3D パラメトリックツール水工

通常価格

968,000 円
（税抜 880,000 円）

52,800 円
（税抜 48,000 円）

1,100,000 円
（税抜 1,000,000 円）

1,485,000 円
（税抜 1,350,000 円）

638,000 円
（税抜 580,000 円）

55,000 円
（税抜 50,000 円）

キャンペーン価格

871,200 円
（税抜 792,000 円）

47,520 円
（税抜43,200 円）

990,000 円
（税抜 900,000 円）
1,336,500 円

（税抜 1,215,000 円）
574,200 円

（税抜 522,000 円）

49,500 円
（税抜45,000 円）

実施期間 2022年1/1（土）⇒ 2022年2/20（日）  

対象製品例

橋脚の設計・3D配筋 Ver.5
＋橋台の設計・3D 配筋 Ver.5

通常価格（2ヶ月）

341,550 円
（税抜 310,500 円）

キャンペーン価格

307,395円
（税抜 279,450 円）

対象製品例

控え壁式擁壁の設計計算 Ver.8

通常価格

173,800 円
（税抜 158,000 円）

キャンペーン価格

147,730 円
（税抜 134,300 円）

■レンタルアクセス同時購入キャンペーン価格 ■過去レンタルキャンペーン価格

※お申込み、お問い合わせはフォーラムエイト営業窓口（e-mail：forum8@forum8.co.jp　TEL：0120-1888-58）
　もしくは担当営業までお願いいたします。

※お申込みは発注時にお知らせください。

「自治体、地方整備局のインフラ、
国土強靱化とDXへの取り組み」

特別講演

セミナー詳細
P112

お申込み

INFORMATIONINFORMATION営業窓口／ FPBからのご案内

詳細はこちら ＞＞
https://www.forum8.co.jp/campaign/campaign.htm

FPBはフォーラムエイトポイントバンクの略称です
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スイートシリーズCM公開を記念
いたしまして、放送実施期間中
スイートシリーズ製品を定価の 
半額にてご提供いたします。

対象製品

スイート建設会計

スイート法人会計

スイート給与計算

スイート給与計算 - 出面管理 -

スイート固定資産

スイート千鳥エンジン®

スイートデータ消去®

通常価格

275,000 円
（税抜 250,000 円）

165,000 円
（税抜 150,000 円）

165,000 円
（税抜 150,000 円）

275,000 円
（税抜 250,000 円）

165,000 円
（税抜 150,000 円）

88,000 円
（税抜 80,000 円）

198,000 円
（税抜 180,000 円）

137,500 円
（税抜 125,000 円）

82,500 円
（税抜 75,000 円）

82,500 円
（税抜 75,000 円）

137,500 円
（税抜 125,000 円）

82,500 円
（税抜 75,000 円）

44,000 円
（税抜40,000 円）

99,000 円
（税抜 90,000 円）

実施期間 CM放映期間中
キャンペーン価格

この度弊社ではお客様のご要望を反映し、2021年11月1日（月）に「レンタルライセンス」の1ヵ月ライセンスを廃止いたしました。
また、サブスクリプションの再契約については、下記の価格に値下げいたします。今後も引き続き、製品の品質向上やサービス改善を行ってまいります。

1カ月ライセンス廃止 およびサブスクリプション再契約価格値下げのご案内
詳細はこちら ＞＞

https://www.forum8.co.jp/forum8/
news211101.htm

■50万円を超える製品のサブスクリプション再契約価格

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

130,098
（2021年12月7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.127-129）

NPOシビルまちづくり
ステーション

フローレンス

国境なき医師団ユネスコ日本赤十字社

NPO
地域づくり工房 日本・雲南聯誼協会

赤い羽根共同募金 交通遺児育英会

対象期間 変更前の価格 変更後の価格

サブスクリプション再契約半年以内 サブスクリプション契約 1年の 3倍 製品定価の 50％

サブスクリプション再契約 1年以内 製品定価の 70％ 変更なし
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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。

公開型プラットフォームPLATEAUを活用したユースケース開発事例紹介

■石川県加賀市「太陽光発電のポテンシャル推計及び反射シミュレーション」

国土交通省はProject PLATEAU（プラトー）（https://www.mlit.

go.jp/plateau/）において、当初発表のあった26のユースケースに続く

2021年度の実証として、4つのユースケース開発の実証実験を開始してい

ます。そのうちの一つである、石川県加賀市の「太陽光発電のポテンシャ

ル推計及び反射シミュレーション」は、カーボンニュートラルの実現に向

けて、都市スケールの太陽光発電ポテンシャル推計等に3D都市モデルを

活用するものです。都市内の建物屋上スペースを活用した太陽光発電パ

ネルの効率的な設置を目的としています。3D都市モデルの建物の屋根に

設置した太陽光発電パネルに対する日照シミュレーションを行うことに

よって、太陽光発電量の推計シミュレーションを行います。具体的には、

3D都市モデルが持つ建物の「屋根面積」「傾き」「周囲の建物による日

陰の影響」、「日射量」等のデータを用いて、太陽光パネルを設置した場

合の発電量の推計シミュレーションを行います。また、パネル設置に伴う

周囲の建物への反射光をシミュレートすることによって光害発生の有無

の検証も行い、トータルで設置の実現性の確認を行います。VR推進協議

会会員のフォーラムエイトは実施企業の一社として参加し、VR Design 

Studio UC-win/Road（開発：フォーラムエイト）を用いて反射光のシ

ミュレーションを行いました。構築した3D都市モデル上で、設置方位、

角度、高さなどをもとに、反射シミュレーショを行い、太陽光パネル毎に

他の建物等による入射光の遮蔽があるかどうかを調べ、なければ、反射

光の到達先座標を算出して有効な反射点と反射先座標を調べます。夏

至、冬至、春分の日の時間ごとの反射光を調べています。このシミュレー

ションは、UC-win/Road環境アセスプラグインの太陽光パネルの反射光

チェック機能をカスタマイズすることで実現しています。

シミュレーションイメージ 太陽光パネル設置情報を読み込み、
3D都市モデルの建物の屋根に太陽光パネルを自動描画

太陽光発電のポテンシャル推進
及び反射シミュレーション
https://www.mlit.go.jp/plateau/use-case/smart-planning/3-006/

〒108-6021　東京都港区港南2-15-1　品川インターシティＡ棟21階
TEL：03-6711-1973　FAX：03-6894-3888　
E-Mail: vrp＠vrp.or.jp

当会の趣旨に賛同し、会の活動に参加、協力していただ

ける会員を募集しています。会員種別に応じて利用できる

特典もご用意しております。HPの申し込みフォームにて必

要事項を入力の上、お申し込みください。

VR推進協議会 入会のご案内

▲申込フォーム

「VR推進協議会」事務局

UC-win/Road 環境アセスメントプラグインを活用した太陽光反射シミュレーション

日射障害の評価 日照・日陰Sim 太陽光パネル反射光Sim
関連事例：「養魚場跡地太陽光発電所計画」ソーラカナモリ（株）
太陽光発電施設の建設に伴い光害の影響を検討



羽倉賞は、表技協の創設者であり、3D立体映像、ホログラフィ、VRなどの最

先端表現技術の研究、普及に多大な功績を残された故羽倉弘之氏の功績

を称え、表現技術の質を高めて広い分野への普及に貢献するために、2017

年に表技協により創設されました。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を通して社会に貢献した功績を表彰します。

2021年11月18日、FORUM8デザインフェスティバル2021 Day2にて第5回

羽倉賞表彰式を実施。応募作品の中から、羽倉賞1作品、フォーラムエイト国

土強靭化賞1作品、優秀賞2作品、奨励賞4作品の計8作品が選ばれました。

20万円、トロフィー、賞状

10万円、賞状

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では、フロントのカメラで得た画像をAIで処理して、iPhoneから見えるユーザの頭部方
向を検出する。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。

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し、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40個を組込んでいる。表情の変化に伴う顔の各部位における皮膚の
微小変位をセンサアレイで計測し、サポートベクターマシンを用いた表情認識モデ
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。

磁性流体メーカーである株式会社フェローテックホールディングス、フェローテック
マテリアルテクノロジーズ株式会社による新技術「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した。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した。

賞金・副賞

賞金・副賞

撮影：東北新社
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15万円、賞状

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
が期待できる。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つのアプリを開発した。

賞金・副賞

5万円、賞状

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
いう仕組みです。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。視聴覚に加え味覚の記録と再現が可能に。

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。

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
組となったが、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。

国立公園の自然学習の場にライトアップを利用する日本で初の試みとして、2020
年10月に阿寒摩周国立公園で社会実験「川湯の森ナイトミュージアム」が開催。
「図鑑の森」地区では、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た。

賞金・副賞

当協会では会員を募集しています。業種を横断して、クリエイター、各種団体・企業、教育機関、技術者・研究者など、多様な
所属・役割の会員が活動に参加。会員は、有償セミナーや検定料の優待など、お得な特典を利用できます。 

■法人会員　（年会費120,000円）
■個人会員　（年会費18,000円）

▲お申込み ▲表技協HP
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日本では「第4次産業革命」と銘打って、国際競争に打ち勝つための方

向性が政府より示されています。表技協では協会基本方針である「最先

端表現技術に関連する人材育成・社会への貢献」を実現すべく、以下の

検定を開催します。今回は、建築・土木・交通・都市開発などに特化し

た、最新の開発事案等に応用できる「クラウド-AI」が加わりました。

講習内容・テキストおよび試験問題は、関連の基礎知識や具体的な事例

から専門的な方法論・提案手法までを網羅しております（修了者には

認定証を授与）。

講習では、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
やすく学ぶことができます。更に情
報を収集、分析する手法としての統
計の基礎について学び、Excelによ
る実習を行います。

対象

日時

場所

持ち物

申込方法・

申込締切
　　

受講料

建設分野（新入社員、中堅社員、管理職者）のすべての方および、建設ICT、i-Construction に関心をお持ちの方

まちづくり：2022年1月28日（金）10:30～17:00     　　　クラウドAI：2022年3月8日（火）9：30～16：30

建設ICT：2022年3月24日（木）9:30～16:30　　　　　　情報処理／データベース：2022年4月14日（木）9:30～16:30　　　

新型コロナウイルス感染症対策として、会場とオンラインのハイブリッド開催を行っております。

本会場：フォーラムエイト　東京本社　セミナールーム

大阪・名古屋・福岡・仙台・札幌・金沢・岩手・宮崎・沖縄・オンラインで同時開催

受講票、写真付き身分証明書、筆記用具　※昼食は各自でご準備ください。

申込フォーム（http://soatassoc.org/kentei_entry）からお申込みください。

まちづくり 応用編：2022年1月27日（木）  　　　　クラウド-AI：2022年3月7日（月）

建設ICT：2022年3月23日（水）　　　　　　　　　情報処理／データベース：2022年4月13日（火）　　    

※定員50名に達し次第締め切らせていただきます。

12,000円（検定証発行手数料込み、税込）　
※受講料は検定当日のお支払いも可能です。振込みの場合は、申込締切日までにお願いいたします。ご入金後の返金は致しかねます。

受講料振込先（振込手数料はご負担願います）  
　銀行名：　　三井住友銀行　目黒支店   郵便振替：　品川インターシティ郵便局
　口座番号：　普通 7211916    記号番号：　10150-27962431
　口座名義：　(財) 最先端表現技術利用推進協会  加入者名：　(財) 最先端表現技術利用推進協会

※全国土木施工管理技士会連合会 継続学習制度（CPDS）
　（認定単位として、建設ICTでは6ユニット、まちづくりでは1ユニット取得可能）
※土木学会 継続教育（CPD）制度（自己学習としてCPD=0.5×講習時間を登録可能）

▲使用テキスト　表現技術検定 公式ガイドブック

NEW!

NEW!

CIM
- Construction Information Modeling -

21世紀型ワークスキル
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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。

aha、長谷川語録

フレームの解放
物語からの離脱
動画を静止する
映像は環境になる
あなたは、その中、に生きる。

思考の中に自分はいない
過去の中に自分はいない

昨日のやけどは熱くない
昨日のわきがは臭くない

人の脳は魚、カエル、トカゲ、すずめ、猿の脳を含んでいる。
ならば人は魚、カエル、トカゲ、すずめ、猿の気持ちが分かる。

人は毎日似たもの探しをしている。
世界は昨日も今日も大体同じ。
自分の顔は昨日も今日も大体同じ。
でもそれでは今日ではなく昨日に生きているのと同じだ。

世界中がアメリカならば、アメリカはなくなる。全てがドルになれば
円もドルもなくなる。拡大はいつも消滅へと向かう。

何もないとはどういうことなのか

全てはあなたの中にある。
ないものは知覚出来ないのだから。

時間は何のためにある
あなたを拘束するために　あなたを管理するために

そんな時間はもういらない
自分で時を刻めばいい

人は言葉で無限を手に入れたと思ったが
いつのまにか言葉の檻に閉じこめられた

その檻から抜け出そう
抜け出せば　そこにはあなたと自然と今しかない

あなたが見なければ　花は咲かず
あなたが聞かなければ　鳥は鳴かず
あなたが感じなければ　何も起こらない

昼と夜　男と女　内と外
それは同時にあるもの　どちらかがなくなれば　どちらも消える

認識　世界を切り取ること
世界を切り刻み　多くのの断片を手にしても
そこに世界はない
断片を捨てた時　世界がそこにある

今持っているものを手放さなければ
次のものをつかめない

今日の最速は　明日の最遅
速さに速さで対抗しても　何もならない
相手が速ければ　止まって待つ

何かのためでなく　誰かのためでなく
生きることを楽しむ

言葉、物語、概念の檻
その全てを消し去ること　静かに　沈黙すること
あなたは空間そのものとなる

過去も未来もあなたが作りだしたもの
しがみつくのはやめ　今を見つめること
そうでなければ　あなたは生きてさえいない

モノとモノとの間　空間
それが感覚、それが人間

自分　他人
あなたとあなたの関係などなく
あなたとわたしの関係しかない

映像はすべて静止画面の連続切り替え
映像を動かしているのは　あなたの意識と感覚のずれ

時は流れない　場所は存在しない

私とは何か
時間とは何か
その考えを捨てた時　はじめてそれが見えてくる
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Akira  Hasegawa

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。

世界をよく見、よく聞き、よく感じること
沈みゆく夕焼け　ざわめく木々　流れる水
その美しさを　言葉にせず　概念にせず
ありのままに　感じること
その時あなたは　夕焼けになる　森になる　水になる

世界に一つとして同じリンゴはないのに
リンゴと言った瞬間　世界のリンゴは一つになってしまう
リンゴもみかんも人も草も　数えられるものなどない
全ては新しく　全ては違っている

世界を言葉で捉えれば
それは編集され　物語になる
そのような世界は　とても貧しい

2021 年　8月13 日～ 15日
東別院「歓喜会」デジタル掛軸とミステリーサークル D-K

赤ん坊のように生きる
赤ん坊に　世界と自分と母親の区別などない

今すでにあなたは
世界中の誰よりもあなたらしい
食ったものしか出ないのさ

試してみたら失敗した。それがどうしたというのだ。
もう一度試せ。もう一度失敗し、よりよく失敗するのだ。
「間違いから学ぶ」という最も有益な学習活動を避けさせてしまう。
間違いをおかすことで生じる不愉快な反応を経験しない限り、
われわれの脳が既存のモデルを修正することはない。
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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

Shade3D公式ガイドブック2020
日本語版／英語版

  日本酒
「愛してる」シリーズ

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
FORUM8パブリッシング

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

新版 地盤FEM
解析入門

1,900pt 1,500pt

著者：蔡 飛
FORUM8
パブリッシング

2,240pt

都市の地震防災

1,300pt

著者：吉川 弘道
FORUM8
パブリッシング

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

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

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

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】

2,000pt

著者：家入 龍太
編著：フォーラムエイト

Shade3D公式ガイドブック2022
forビギナーズ

2,000pt

著者：FORUM8
Shade3D開発グループ

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

NEW!

電子版

NEW!
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おそばで家呑みセット

RICOH

キヤノン（株）

SONY

※発送時期：6月～12月

32GB 1,420pt
16GB 1,400pt

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

43,000pt

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
47,600pt

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

7,400pt③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）

21,000pt

32,800pt
10,200pt

①全天球カメラ

②デジタルカメラIXY200（RE）

③デジタルカメラ（1820万画素）

2,470pt

810pt

61,000pt

6,200pt

①USBフラッシュメモリ 512GB　Kingston

②USP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

3,340pt
5,400pt

82,000pt
6,900pt

①木製マウスパッド　フューチャーインタストリーズ（株）
②竹製キーボード　フューチャーインタストリーズ（株）
③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

④ゴルフ・キャディバッグペン立て　Bluebonnet

1,700pt

1,800pt

920pt

1,090pt

①電球色（485lm　E26口金）

②昼光色（485lm　E26口金）

③昼光色（480lm　E17口金）

④電球色（390lm　E17口金）

56,100pt
50,400pt

73,600pt
36,000pt

①コードレスクリーナ　dyson
②扇風機タワーファン　dyson
③ファンヒーター 空気清浄機能付　dyson
④空気清浄機能付 テーブルファン　dyson

44,500pt⑤ルンバ（R890060）　dyson

10,100pt⑪Echo Show 5　Amazon

16,600pt  ⑥体組成計インナースキャンデュアル　TANITA

21,200pt

6,300pt
19,900pt

⑦めざましカーテン　Robit
⑧セサミスマートロック　Candy House
⑨Qrio Lock　Qrio

16,600pt⑩体組成計インナースキャンデュアル　TANITA

① ②

②

③

③

④

④

①

①

②

③

③ ④ ⑤

⑥

⑦

⑧

⑪

⑩⑨

① ②

③ ④①

ECO関連

②

①

②①

②① ②①

②①

② ③ ④①

②
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連載

GOOD MOVIE HUNTING VOL.9

「2021年新作映画ベスト5！＋2021年映画の特徴」

　今年も変わらず映画館に通い続け、年間100本の鑑賞を
達成しました！（2021年11月末時点）。今回は、2021年の新
作映画ベスト5に加えて、2021年映画の特徴について語っ
ていきます！

2021年映画ベスト5

5位「ジャッリカットゥ　牛の怒り」
南インドのジャングルにある農村を舞台にした、牛が主

人公の異色パニックムービー。貴重な食料源である水牛が
脱走したことで、1000人の村人が1匹の牛を追いかける
展開ですが、これほど熱量と迫力を合わせ持った映画はあ
りません。牛を失ったことで狂人化する1000人の村人の
怒号、それに呼応するかの様にけたたましく流れる効果音、
ダイナミックなカメラワーク。ただ牛を追うだけの物語で
あるはずが、まるで1トンのダイヤモンドを追いかけるトレ
ジャーハンターのように思えます。インド映画の奥深さを感
じてください。

「ジャッリカットゥ　牛の怒り」　インド映画
上映時間：91分　監督：リジョー・ジョーズ・ペッリシェーリ　
見所：主演が牛！？　一匹の牛を狩る狂気の沙汰をカメラに収めた、
鮮烈なるインド映画！ 

4位「ドライブマイカー」
前号（135号）の「ドライブ映画」特集の際にも紹介した作

品。村上春樹の短編を原作とし、チェーホフの戯曲が引用され
ながらも、監督独自の作品として抜群の完成度を誇ります。
他の作品と圧倒的に違うのは、あえて感情を乗せない演
技演出。演じることの革新的概念を、この映画から学びま
した。他の監督作品では見られない創意工夫に溢れた作
品です。

　土木学会田中賞を受賞した安芸難大橋の美しい風景を
バックに、2人のただならぬ会話劇が繰り広げられます。カン
ヌ4冠を獲得した若手のホープ、濱口竜介の最新作。ぜひ名
前を覚えておいてください。

「ドライブマイカー」　日本映画　上映時間：179分　監督：濱口竜介
出演：西島秀俊、岡田将生、三浦透子ほか
見所：日本映画の未来を担う濱口竜介。カンヌ4冠は伊達じゃない！

3位「クルエラ」
「マレフィセント」など近年ディズニーが手掛ける女性ヴィ
ラン(悪役)モノに位置づけられる作品ですが、あまりのクオ
リティの高さゆえ3位に。「101匹わんちゃん」のクルエラをア
カデミー賞女優エマ・ストーンが演じ、白黒と二分出来ない
複雑な心情を見事に表現。　
　一方の服飾美術デザインはダルメシアンの肌色をモチー
フにした白黒のデザインで、これまでのカラフルなディズ
ニー映画とは一線を画します。映画の色表現に敏感な私は、
雷を打たれたような感覚を覚えました。また、服飾デザイ
ナーであるクルエラのキャラとも重なり、完全に服飾美術が
主役となる稀有な作品でした。

「クルエラ」　アメリカ映画　上映時間：134分
監督：クレイグ・ギレスピー　出演：エマ・ストーン、エマ・トンプソンほか
見所：カラフルなディズニー映画とは一線を画す白黒デザイン

2位「ファーザー」
「羊たちの沈黙」でアカデミー主演男優賞を獲得したアン
ソニー・ホプキンスが、認知症の役を演じ、再び同賞を獲得で
きた作品。認知症の父と介護する娘を基軸とし、ジャンルとし
てはヒューマンドラマに見えるのですが、実際は「羊たちの沈

Up&Coming136 号 GOOD MOVIE HUNTING134



黙」と同じくホラー・スリラーの演出が効いているのが今作の
最大の特徴です。
　全編認知症の視点で描かれており、描かれる出来事が真
実なのか認知症によって捻じ曲げられた虚構なのかが入り混
じり、主人公と同様に認知症が見る世界へと誘われます。誰
がどんな発言をしたのかも、何が家にあるのかさえも忘れて
いき、最後は自身の存在さえ消え去っていく恐怖を観客に植
え付けていきます。まるで、認知症VRのような映画体験。認
知症を外側ではなく、内側から見せる＝体験させる演出が見
事としか言いようがありません。

「ファーザー」　イギリス・フランス映画　上映時間：97分　監督：フロ
リアン・ゼレール　出演：アンソニー・ホプキンス、オリビア・コールマン
見所：認知症の恐怖を劇場で疑似体験！主人公と観客が渾然一体と
なる時、奇跡が起こる

1位「プロミシングヤングウーマン」
タイトルは将来を約束「された」女性という意味。ある事件に
より医者の道を閉ざされた女性が復讐を果たすために夜の街
を闊歩するリベンジものですが、一つ一つの復讐が1秒たりと
も目が離せない瞬間の連続で、鮮烈かつ戦律するスリラーと
して抜群の完成度を誇ります。そして、彼女の真の復讐相手と
対峙する時には、医大生だった過去を表すかのように白衣を
身にまといながら、ブリトニー・スピアーズの代表曲「Toxic」が
不気味なスローテンポで流れます。ブリトニーは若い頃に歌姫
として活躍していましたが、パパラッチによる攻撃や虐待等に
より、なんと成年被後見人の審判を受け、生活が制限されて
いるのです。彼女も主人公と同じく将来を約束「された」女性
なのです。
　物語・映像・音響の全てが有機的に繋がり、一つの大きな意
味を成す。これぞ映画でしか起こり得ない奇跡です。

「プロミシング・ヤング・ウーマン」　アメリカ映画　上映時間：113分
監督：エメラルド・フェネル　出演：キャリー・マリガン、ボー・バーナム
見所：将来を約束「された」女性による爽快で壮絶な復讐劇！1秒たりと
も目が離せない

2021年の映画は、「正しさとは何か」を
問いかける
2021年の優れた作品の中で共通した特徴、それは「正しさ

とは何か」を問いかける作品が多かったこと。コロナ禍によっ
て新しい価値観や生活が始まりましたが、映画界でも古い価
値観を見直し、全く新しい視点で物事を捉える作品が目立ち
ました。
　例えば、1月に公開された藤井道人監督作品「ヤクザと家
族」では、法に人生を蝕まれる元暴力団員の余生を描いて
います。また、リドリー・スコット監督の「最後の決闘裁判」では
「羅生門」スタイルで3人の視点から史実の真実を炙り出す
内容で、吉田恵輔監督の「空白」は交通事故の被害者・（間接
的）加害者を通して正しさを問いかけます。
　そんな作品群の中でも、今年を象徴する作品は、春本雄二
郎監督の「由宇子の天秤」でした。3年前に起きた女子高生の
いじめ事件の真相を追いかけるドキュメンタリーディレクター
である由宇子が主人公。年間ベスト2位に選定した「ファー
ザー」と同じく、劇中のほぼ全てが主人公の視点に絞って描
かれることによって、決定的だった事件の真相が次第に揺ら
いでいき、究極の選択に迫られます。事件を取材し真実を暴
くことが「正しい」と、誰しも信じて疑わない当たり前の価値
観が揺らぎ、この世の不条理な現実を突きつけられることに
なります。日々見聞きするニュースの裏に隠された、苦悩と葛
藤する作り手の立場の疑似体験によって、ただの観客・傍観
者では済まない映画体験が味わえます。

『由宇子の天秤』
© 2020 映画工房春組 合同会社

2021年 9月17日（金）
渋谷ユーロスペース他
全国順次ロードショー
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クラウドを活用した営業支援ツール・会計管理ソリューションクラウドを活用した営業支援ツール・会計管理ソリューション

ERP 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まで一連の
EPRソリューションを提供。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
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