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19-22 JAN.Rallye Monte-Carlo

9-12 FEB.Rally Sweden

16-19 MAR.Guanajuato Rally México

20-23 APR.Croatia Rally
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16-19 NOV.FORUM8 Rally Japan
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鳥海山と日本海に育まれた、人々を
惹きつける独自の環境

「にかほ市」は2005年10月1日、それまでの

仁賀保町、金浦町および象潟町の3町が合併

して誕生。山形県と県境を接する秋田県南西

端に位置し、西は日本海に臨み、南に鳥海山

を仰ぎ見る風光明媚な地として知られます。

特に鳥海山は、山形県と秋田県に跨り、標

高2236mと東北地方で2番目の高さを誇る独

立峰の活火山。その山頂から海岸線まで直線

距離で約16㎞という近さは、極めて珍しい地

理的特徴とされます。

また、県内にあっては比較的温暖な気候で

あり、固有の高山植物が象徴する豊かな自然

環境に加え、その山麓には「象潟」九十九島

のほか、高原や湿原、湧水群などの天然の観

光スポットにも恵まれたことから、古くより多く

の文化人や旅行客を惹きつけてきました。

さらに、世界的な電子部品メーカーTDK株

式会社（本社東京）の発祥の地ということもあ

り、市内では同社工場をはじめその関連企業

を中心とする数多くの中小工場が操業。地理

環境を活かした農・水産業とともに地域経済

を支えています。

こうした自然や社会経済的な条件、施策

を通じたメリットなどを背景に、「住みたい田

舎」ベストランキング（宝島社）や「住みよさラ

ンキング」（東洋経済新報社）の北海道・東北

ブロックでは例年、上位にランクされている、

と市川市長は解説します。

芭蕉らに愛された象潟の再現へ

「芭蕉が訪れた、往時の九十九島の姿をど

のように再現するか（という問題）は、市議会

などで以前から議論されてきました」

市川市長が市議会議員を経て現職に就任

したのは、2017年11月。ちょうどその頃、農業

基盤整備の一環としてほ場整備を行うにあた

り、対象箇所の一部を「潟に戻しては」という

案も浮上。検討が試みられたものの、農地法

や農業用水確保などに関連して実現困難な

様々な問題が顕在化。現地を往時に戻すアプ

ローチは断念するに至った経緯がある、とい

います。

一方、早くから市の行政プロセスへのデジタ

ル技術利用に取り組むべきと考えてきたとい

う市川氏は、市長就任とともにそれを推進。そ

うした流れの中で、2020年にフォーラムエイト

本社（東京）を訪問する機会を得、そこでUC-

win/Roadを核とするVRの多彩なソリューショ

ンに触れて、その技術力の高さと可能性を実

感。同市としてそれらの技術を活用し、かねて

より懸案だった鳥海山の山体崩壊や九十九島

の変遷を再現できれば、と着想。翌2021年度

の予算化に繋がった、と振り返ります。

約60万年前の火山活動により形成したとさ

れる鳥海山。約2,500年前（紀元前466年）に

発生した山体崩壊と岩なだれにより、山頂か

ら約60億トンもの土砂が崩落。その一部は海

岸部を越えて日本海に流れ込み、現行市域周

辺に浅い海と数多くの小島から成る今日の姿

に通じる地形がもたらされました。

その後、長年の堆積作用を経て浅海は潟
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となり、島 に々は樹木が茂るなどし、絶景とし

て広く知られた九十九島の原形が生成。17世

紀に当地を訪れた松尾芭蕉をはじめ多くの歌

人、俳人らが目にした九十九島はまさにそのよ

うな光景だったと想定されています。

ところが、1804年に起きた象潟地震で象潟

の一帯は約2m隆起。これにより潟は陸地化し

ます。一方、その後の開発機運の高まりに抗し

た景観保存の努力もあって、鳥海山の山麓に多

数の流れ山とそれらの周辺を埋める田園とが

織りなす、国の天然記念物にも指定される「象

潟」九十九島の自然と風景は、現在に継承され

ています。

今回の市の取り組みでは、このような今日に至

る鳥海山や九十九島にフォーカスした地域の景

観的推移を、先進のAR/ VR技術により誰もが容

易に体感できるようにすることが目指されました。

鳥海山の山体崩壊から今日に至る象
潟、北前船も再現するARを構築

にかほ市のARコンテンツ構築事業に携わ

ることになり、まずベースとなるにかほ市の

現況の3DVRを作成。そこに、1）約2,500年

前に起きた鳥海山の山体崩壊と岩なだれに

より浅海や数多くの小島が生まれ、2）やがて

古来人 を々惹きつけ、芭蕉も目撃したであろう

九十九島の光景へと推移し、3）1804年に象

潟地震が起きて潟が陸地化し現在に近い姿

が現れる ― というプロセスを現況のVRに重

ね合わせて再現。併せて、江戸時代から明治

時代にかけて日本海の海運で大きな役割を果

たし、同市の金浦湊、三森湊および平沢湊が

その寄港地として日本遺産に認定されている

「北前船」にもフォーカス。潟が陸地化する前

の当地が、航行する船からどう見えていたか

も同様に再現しています。

そのうち、北前船にフィーチャーしたラフ段

階の成果は、2021年11月のフォーラムエイト 

デザインフェスティバルの「3D・VRシミュレー

ションコンテスト・オン・クラウド」にも出品。審

査員特別賞  地域づくり賞を受賞しています。

その後、2022年3月末までに一連の3D・VR

を完成。さらに、それらのVRを実際の景色に

重ね合わせて見ることが出来るARシステムを

構築しています。

4月29日からはARによる観光サービスをス

タート。例えば、仁賀保高原最南端の風車エ

リアに設置され、360度見渡せる仁賀保高原

南展望台で日本海や鳥海山、山体崩壊の痕跡

である東鳥海馬蹄形カルデラなどに向けてス

マートフォンをかざすと、誰でも容易にそれら

のAR体験をすることが可能になっています。

WebVRへの展開、観光・教育分野
での更なる有効活用を視野

「今回出来上がったものをいかにもっと活用

していくかが、自身らに課せられた次の取り組

み」と市川市長は語ります。

その一つとして進行中なのが、現地に行か

なければ得られないARの観光サービスと同

じような体験を、WebVRによりインターネッ

トで繋がった自宅のパソコンやスマホからも

可能にしようというもの。にかほ市の観光サ

イトにアクセスして事前に体験してもらうこと

で、来訪意欲の増進に繋げてもらえれば、と

同市商工観光部観光課観光振興班の佐藤大

樹副主幹兼班長はその狙いを説明します。

WebVRプラットフォーム「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）」を利用して構築中の新システムは現在、

完成前の調整段階にあり、今年度内に運用が

開始される予定です。

一方、秋田県にかほ市と由利本荘市、山形

県酒田市と遊佐町の3市1町が取り組む「鳥

海山・飛島ジオパーク」（2016年、日本ジオ

パークに認定）ではユネスコ世界ジオパークの

左：約2,500年前の山体崩壊により現在の鳥海山の風光明媚な景観が生まれた／中：日本遺産に認定されている北前船／右：コンテストでは「地域づくり賞」を受賞

第20回 3D・VRシュミレーションコンテスト オン・クラウド　審査員特別賞受賞作品「にかほ市北前船再現VRシミュレーション」

秋田県にかほ市商工観光部観光課観光振興班
佐藤 大樹 副主幹兼班長
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にかほ市への来訪意欲創出を目的としたAR観
光サービスを展開。
景色に重ね合わせられるARコンテンツの例
（左：日本海に浮かぶ北前船の再現／右：九十九島
の再現）

WebVRプラットフォームF8VPSによるVR体験コンテンツを展開。地域の景観の推移をメタバースでリアルに体感できる。
右下はかつて九十九島が海に浮かんでいた時代の風景を見ることができるシーン

認定を次なるターゲットに位置づけ。そこ

で、まず子どもたちに自身らの地域につい

て知ってもらうため、一連のAR/ VR成果

を学習教材として活用。さらにそのノウハ

ウを敷衍して教育旅行の誘致にも繋げら

れれば、と佐藤氏は構想を描きます。

「芭蕉が憧れたという景色をリアルで体

験することが今はもう叶わない状況です。

現地でガイドさんの言葉や紙で説明しても

なかなか地域の魅力を十分には伝えきれ

ないことが観光地として大きな課題でし

た。それが今回の技術を活用して視覚的

に再現でき、分かりやすく楽しめるように

なっていますので、多くの方に体験してい

ただければと思います。」

AR/ VRの広範な適用可能性、

カギは地域課題に即した想像力

「私たちの地域は、山があって海があって

良いところだと言われながら、それらをうま

く情報発信できていない弱みがありました」

それが今回の取り組みの中でAR/ VRを

使う機会を得、市川市長は情報発信の手

段としてのその有効性を実感。また、視覚

化という観点から、同技術を用いて市の持

てる資源を活用しながらどういう街である

べきかという街づくり、あるいは未来予測の

シーンへの適用展開を想定。市民に対し、

より説得力のある説明に繋がるはず、と新

たな可能性に言及します。

一方、それまでインフラ整備の分野を中

心に豊富な実績を蓄積してきたフォーラム

エイトの3DVR技術を観光分野に導入。そ

の経験から同技術の活用分野に制約はな

いと確信。その際、当社から「こういうふ

うに使ったらどうでしょうか」といった提案

もなされるとは言え、ユーザー側がいかに

フォーラムエイトの保有・提供する技術を

自分たちのものとして活用するか、そのア

イディアが重要になる。つまり、行政として

税金を使って行う以上、ただ「面白そう」

というだけでは済まされない。地域の課題

にうまくマッチングさせる想像力がそこで

は求められる、と市長は説きます。

「AR/ VRは使おうと思えば、教育や福

祉を含めどんな分野にも恐らく落とし込む

ことが出来るはずです。そのため自分たち

の地域課題に即して利用するような想像を

普段からしていれば、こうした技術を活か

していけるのでは、と思います」　　　　   

　　　　　　　　　　　（執筆：池野 隆）

ユーザー紹介Up&Coming140号6

Users Report
ユーザー紹介／第 140 回



国民大学校 北岳キャンパス

国民大学校 総合福祉管

Academy Users Report
アカデミーユーザー紹介／第 35回

Up&Coming140号アカデミーユーザー紹介 7

国民大学校 KaAIの学生の所属学部・学科紹介
KaAI は国民大学校理科の学生が集まって、自動車の人工知能を研究することを目的として

作られたサークルです。

オートモーティブ工学部
　オートモーティブ工学部は、自動車産業世界 4強の韓国の地位を代表する自動車専門家を育成するため、
韓国政府と自動車企業の全面的な支援のもと、韓国初のオートモーティブ専門学部として2014 年に設立さ
れました。
　本学部は、1992 年に設立されたオートモーティブ工学科と、オートモーティブ・IT 融合学科により新たに
設立された学科の2つ学科で構成されています。

オートモーティブ・IT融合学科

オートモーティブ工学科

　オートモーティブ工学科は、1992 年にハイテク自動車産業の育成を目的とした専門学科として設立され、
以来、様 な々分野で社会の発展を担う数多くの人材を輩出してきました。
　現代の技術は、各種学問の各分野が有機的に結合して発展しており、特にオートモーティブ工学は従来の
コースではその変化に対応しきれなくなってきています。そこで、機械システムの設計からコンピュータ技術
を活用した制御装置の設計まで、総合的な学識に基づいた専門技術者育成のための教育を行っています。
特にオートモーティブ工学科は、従来の工学部自動車工学科から独立した学科であるため、より専門的な自
動車教育への評価が期待されます。

　自動車とIT 技術の融合による新たな価値創造のため、自動車工学、コンピュータサイエンス、電気工学
の融合的知識を備えた高度専門家の育成を目指し、2014 年にオートモーティブ・IT融合学科を設立しました。
　オートモーティブ・IT 融合学科では、自律的に問題を発見し、表現し、解決することができる創造的な人
材の育成に重点を置いた教育を行っています。また、関連事業の専門家による現場教育や授業への参加も
積極的に行い、現実的な学習環境を提供します。

AIの自動運転応用を目標としてソフトウェア開発・研究を推進

UC-win/Roadと連携しディープラーニングを活用したドライバー警告システムでCPWCグランプリ受賞

国民大学校 オートモーティブ工学部

URL　https://www.kookmin.ac.kr

所在地　韓国ソウル特別市城北区

研究内容：自動車の人工知能に関する研究

Academy User
 vol.35

第10回CPWC（Cloud Programming 
World Cup）でグランプリを受賞した韓国・
国民大学校のチーム「KAAD」が所属する
「KaAI」は、Kookmin automotive Artificial 
Intelligenceの略で、自動車の人工知能につい
て研究する国民大学校所属のサークルです。 メ
ンバーは、第4次産業革命の核心分野である人
工知能を自動運転車に応用することを目標に知
識を深め、ソフトウェア開発に励んでいます。関
連分野の国内外のコンペに出場し、学術大会お
よび学術誌への論文発表を通じて今後の進路
を開拓していくことが目標に活動しています。
詳細な研究内容としては、自動運転車の人

工知能関連技術とセンサーフュージョン、認
知技術、人間と車両のインタラクション技術、
車両シミュレーターベースのVR/AR技術が挙
げられます。 サークルのメンバーは、本校の
オートモーティブIT融合学科と未来モビリティ
学科、オートモーティブ工学科の学生から募
集されており、4年生の卒業時まで継続的に

活動可能な学生を対象として、海外競技大会
や国際学術大会に毎年参加しており、CPWC
をはじめ、CVPRと+付属競技大会（AICity 
Challenge, WAD Challenge）、9月のICCV/
ECCV学術大会および競技大会、12月の
NeurIPSにも参加しています。

指導教授及び学科研究室の紹介

サークルを指導しているイ・サンホン氏は、
国民大学のオートモーティブ工学専門大学院
およびオートモーティブ工学科の教授です。ソ
ウル大学で博士号を取得し、米国ワシントン大
学およびカーネギーメロン大学での研究経験
を積んだあと、1996年から現在まで国民大学
で学生たちを指導・研究しています。人間と機
械の相互作用(HMI)分野と人工知能（AI）、マ
シンラーニング／ディープラーニング分野の
最高の専門家として、自動車と自動運転関連
学界をリードしています。

国民大学校 オートモーティブ工学部
Automotive Engineering, Kookmin University
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現在イ教授が運営している研究室である
intelligence and interaction labからは、多くの
優秀な修士・博士を業界に輩出しています。

UC-win/Road活用及び装備現況

本サークルでは、マシンラーニングベース

で、高速道路上のドライバーの走行意図予測

システムを研究しており、ドライビングシミュ

レーターとアイトラッキング、ヘッドモーショント

ラッキングセンサーなどを活用しています。 特

にシミュレーターに搭載したUC-win/Roadを

利用することで、実験の詳細な状況シナリオを

簡単に再現することができます。下の図は構築

された実験装置の様子です。

また、2020年には UC-win/Roadを用

いた実験の研究内容の論文が海外学術誌

（Journal of Computational Design and 

Engineering）に掲載。ステアリングホイール

に手が重なっている時のジェスチャーとHUD

（Head Up Display）を基盤とした使用者イン

ターフェースを開発しました。運転中に中央コ

ンソールのオーディオおよびラジオシステムを

操作しながら視覚的散漫を最小限にするため

のアイデアです。

CPWCグランプリ受賞

KaAIサークルのKAADチームは、チーム長

のソン スンヒョン氏（オートモーティブIT融合

学科3年生）を含め9人で構成され、2022年の

第10回CPWCに参加しました。 

国民大学校は2017年の第5回大会より毎

年作品を応募しており、これまでに2度のワー

ルドカップ賞（最優秀賞）と、3度の審査員特別

賞を受賞しています。2022年はTAP（Traffic 

Accident Prediction）という作品で、見事3度

目のワールドカップ賞を受賞しました。

本作品は運転中の異常検知をテーマとして

おり、走行状況で異常値を規定して、これを探

知することを目的に研究・開発を行いました。

最終的に走行中に得られたセンサーデータを

処理し、ディープラーニングを通じて車両周辺

の異常要素を検出し、ドライバーに警告を伝え

るシステムを構築しました。

学生や教授からは、「毎年CPWC大会を開

催するFORUM8に感謝します。 学生たちが好

きな大会であり、これからも持続的に参加した

いです。 自動車分野のソフトウェアとの互換性

を高め、レンダリング品質が向上すれば、UC-

win/Roadがさらにに発展すると思います」と、

今後のCPWC参加への意気込みと、フォーラ

ムエイトのソフトウェアへのさらなる期待が寄せ

られています。

1

1,2:UC-win/Roadを活用したシミュレータ実験 / 3:実車部品適用車両シミュレータ
32
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1

　中央コンソールの触覚インターフェイスを使用する
　既存のインターフェイス
　オンホイールジェスチャーとHUDを使用する
　新しいインターフェース
2

1

ラジオおよびオーディオ デバイスを制御するためのオンホイール ジェスチャー

HUDを基盤としたインターフェースの流れ
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第10回CPWCワールドカップ賞作品のポスター

左：イ・サンホン教授(右)とKAADの学生たち / 右：第10回CPWCでプレゼンテーションをするKAAD

第10回CPWCグランプリ受賞
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連載
第 6 回

使用製品
UC-win/Road

UC-win/Roadは、オープンデータや点群データなどを利用して各種プロジェクト
の3次元大規模空間を容易にモデリングできる3DVRソフト。多様なシミュレー
ションに加えて、外部の各種ハードウェアやセンサー等との連携により、3DVRと
現実世界がリアルタイムに連携させた遠隔制御・モニタリング・自動制御システム
が構築できます。

大成建設株式会社　本社土木本部機械部メカ・ロボティクス推進室
課長　若山 真則

中居 拓哉

2022年より、建設機械における自動化施工技術を現場に本格導入した。はじめに、その現場となった
『南摩ダム本体建設工事』について紹介する。

発注者 : 独立行政法人水資源機構

場所 : 栃木県鹿沼市上南摩町内

目的 : 洪水調整、流水の正常な機能の維持、水道用水の補給

形式 : コンクリート表面遮水壁型ロックフィルダム（以下CFRD）

諸元 : 高さ86.5m、堤体長356m、堤体積240万m3、総貯水容量5,100万m3

南摩ダムは、近代的な施工方法で建設される本格的なダムとしては国内で初めてCFRDを採用す
るダムである。CFRDは一般的なロックフィルダムと異なり、堤体の上流側表面をコンクリートフェ
イススラブで被覆することで遮水性能を持たせている。自動化施工は、ダム本体となる堤体の盛立
工事及びコンクリートフェイススラブを保護するブランケット材の盛立工事に導入する。

南摩ダムの概要

自動化施工の概要

ブランケット
フィル堤体

上流 下流

図 1　南摩ダム完成予想図 図 2　南摩ダム堤体図

生産労働人口の減少や高齢化が社会的な問題となる中、建設機械の自動化は、今後予想される人手
不足への対応や安全性・生産性向上の観点から、建設現場で早期に望まれる技術の一つである。国土
交通省では、2020年12月に「国土強靭化に関する施策のデジタル化」の中で、2025年度までに建設
機械の自律制御・走行技術の確立を掲げている。同省ではさらに、技術の開発・普及促進のため、2022
年3月に自動化施工の普及に向けた『建設機械施工の自動化・自律化協議会』を設立し、産官学による
メンバーで取組を行っている。
このような中、弊社はその解決策としてT-iROBOシリーズの自動建機を開発してきた。そして、更なる生
産性の向上のため、複数の自動建機を協調制御するT-iCraftを開発し、南摩ダム工事において、実施工
に導入した。
南摩ダムのフィル堤体における自動化施工では、T-iROBOシリーズの自動建機のうち、ブルドーザと振
動ローラを各2台、合計4台で盛立工事を行う。各建機には操作室と通信するネットワーク機器や、位置
情報を取得するためのGNSSアンテナなどが搭載されている。

大成建設株式会社
本社土木本部機械部
メカ・ロボティクス推進室
中居 拓哉（ なかい・たくや ）

2019年、大成建設（株）入社。20年、
本社土木本部機械部配属配属、本
報の業務に携わり、現在に至る。

大成建設株式会社
本社土木本部機械部
メカ・ロボティクス推進室課長
若山 真則（ わかやま・まさのり ）

1998年、大成建設（株）入社。2010
年、本社土木本部機械部配属。17年
より本報の業務に携わり、現在に至る。
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自動化施工を行うにあたり、デジタルツイン技術を用いた3Dモニタリング及び接触防止システムを構築した。これは、CPS （Cyber-
Physical-System） の概念に基づき、施工中に得られる情報を仮想空間上に集積・統合させ、高付加価値な情報として工事関係者間
へフィードバックすることで、現場管理の支援、生産性の向上をはかる技術である。
UC-win/Roadのオプションである『点群モデリングプラグイン』を用いて現場を仮想空間上に再現し、そこへT-iCraftに送られてきた自
動建機の位置情報、有人建機や作業員に装着したGNSSの位置情報を、3Dモデルと紐づけて連動表示させることで、仮想空間上に
現在の現場状況をリアルタイムに再現する。

これらの建機の位置情報や施工タスク、車載設備状況などの各種情報は、ネットワークを介して協調制御システムである
T-iCraftへと送られる。管理者はこれらの情報を映した画面や、俯瞰カメラの映像等を見ながら、施工状況の管理を行う。

図 3　自動化施工ネットワーク概要図

図 4　自動化施工状況（俯瞰カメラ）

図 5（1～5）　自動化施工状況（UC-win/Road）

南摩ダム導入機種:

・ブルドーザ:CAT製D8T（32t級）

・振動ローラ:酒井重工業製SV900（20t級）

2台目
3台目

T-iCraftホストPC

ネットワーク

①積込み ②運搬 ③敷均し ④転圧

バックホウ ダンプトラック ブルドーザ 振動ローラ

GNSS
各種センサ情報

建機側
エッジPC

T-iCraft UC-win/
Road

2 3 4 5

1
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【参考】 
1.　中居 拓哉,若山 真則,小森 聡:デジタルツインによる接触防止システム,令和4年度土木学会全国大会第77回年次学術講演会,2022
2.　中居 拓哉,若山 真則,小森 聡,田中 真由子:自動建機群の協調制御システム「T-iCraft」の実証,
   令和3年度土木学会全国大会第76回年次学術講演会,2021
3.　若山 真則,小森 聡,中居 拓哉:自動建機群の協調制御システムの実証,建設機械施工 Vol.73 No.12 December 2021 p.63-p.67
4.　国土交通省:建設機械施工の自動化・自律化技術,
　　https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000049.html

非常停止

非常停止

「建設機械 と 人」 建設機械3Dモデル

※黄色は警報 ※赤は非常停止

警報

人物モデル

今回、建設工事における施工管理・安全管理のツールとして
UC-win/Roadを活用し、自動建機の3Dモニタリング及び緊急
停止システムとしての運用を行った。仮想空間を活用すること
で、今までは難しかった最適な視点からのモニタリングや自動接
触防止システムなど、遠隔施工・自動化施工に新しい管理手法
を提供するツールとして期待される。

11月16日に開催された第21回3D･VRシミュレーションコンテスト
では、グランプリ（最優秀賞）という名誉ある賞を頂きました。本開発
にご協力いただきましたフォーラムエイトの方々、関審査委員長を始
めとする審査員の方々、クラウドにてご投票いただきました方々に、
この場を借りて厚く御礼申し上げます。

UC-win/Roadと連携するメリットとしては以下のようなものが挙げられる。
・カメラと異なり視点位置が固定されないため、さまざまな角度からリアルタイムでモニタリング可能
・自動建機に搭載されたGNSS端末の位置情報を用いるため、新たなセンサーの追加が不要
・重機や人の3Dモデルを用いるため、接触に関して建機の全方位をカバー可能
・接触防止のための警報範囲、非常停止範囲を車両の形状に合わせ任意に設定可能
自動化施工は未だ開発途上にあり、日々進化させながら施工を行っている状況である。自動建機による施工の安全をどのように
担保するか決まったルールが無い現状において、本システムのメリットは大きく、安全管理上のダブルセーフティの1つとして、自動
化施工における活用が期待できるものである。

図6　接触防止システム概要図

第21回 3D・VRコンテスト オン・クラウド表彰式

刻 と々変化する現場の状況をリアルタイムで管理し、重機だけでなく人などにも反応するセンサの開発、重機メーカーの違いに左右されない
マネジメントシステムの構築など、大変素晴らしいとのコメントが寄せられ、審査員満場一致でのグランプリ受賞という結果となりました。

第16回 フォーラムエイト
デザインフェスティバル2022
開催日
2022年11月16日（水）

会場
品川インターシティホール

これらの位置情報に加え、各建機や作業員には警報範囲と非常停止範囲を指定する。各3Dモデルが位置情報に連動して動くこと
で、自動建機同士や自動建機と人の近接を検知することが可能となる。検知の状況により、現実空間の建機や作業員に対して、黄色
い警報範囲が重なったらブザーによる警報通知を、赤色の非常停止範囲が重なったら自動建機を非常停止させるシステムとした。

ユーザ製品体験 レポート12 Up&Coming140 号
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6-dimension
代表 菊永宏司さん
URL：https://6-dimension.net/

所在地 ：東京都品川区

店舗・住宅インテリア、展示会ブース・イベントなど多様な3DパースをShade3Dで制作
「ワクワク感が伝わる」イベント風景イメージの作成を助ける使い勝手のよさと表現力

6-dimension代表の菊永宏司さんは、専門学校でプロダクトデザインを学んだ
後、店舗デザイン、住宅デザイン、展示会・ステージ関係のデザイン会社勤務を経
て、2008年より独立。今期で14期目を迎えています。デザイン・図面作成・設計施
工に加えて、学生時代より20年以上の使用経験があるShade3Dでの3Dパース

制作を最も得意としており、建築・インテリアから、展示会、イベント風景、ディスプ
レイ等の企画まで、様々な分野を手掛ける中で、イベントブースの出展、オフィス
の引越しや部屋のリフォームなど、個人での依頼にも対応。オフィス兼自宅のワー
クスペースでは、3匹の猫たちに囲まれて日 デ々ザイン業務に向き合っています。

Vol.16
InterviewI i

東京都品川区にオフィスを構える菊永宏司さ
んは、専門学校時代から使い続けているとい
うShade3Dを駆使して、店舗、内装、プロ
ダクト、展示会、イベント等のイメージを伝え
る数多くの3Dパース作成に携わってきました。
菊永さんが専門学校に在籍していた二十数
年前は、業務でも学校で教えられるカリキュラ
ムにおいても、まだ手描きによるパース作成
が主流の時代でした。そこで恩師の自宅に他
の学生たちと招かれた際に、初めてShade
に触れたといいます。「当時、CGソフトは他
にもいくつかありましたが、Shadeは国産ソフトなのでインターフェー
スがすべて日本語であり、学生にとっては機能や操作の概念も非常に
親しみやすく感じました」。
学校ではプロダクトデザインを専攻し、卒業制作はShade3Dでモ

デリングを行った「未来の車椅子」を発表したという菊永さん。この
時以降現在に至るまで、Shade3Dは業務に欠かせないツールとなっ
ています。
卒業後の進路として選んだ時計・宝飾のインテリア会社でも、ド

ラフターによる製図と手描きパースのみという状況の中で、「唯一
Shade3Dが使いこなせたので、入社後すぐにハイスペックなMacの
パソコンを支給されて、業務におけるパース制作を一手に引き受けて
いました」。その後、飲食店デザイン事務所、住宅リフォーム会社、
展示会ブースを専門にデザインする会社などで空間デザインの経験を
積み、フリーとして独立した菊永さんは、会社勤務時代の顧客から依
頼された展示会パースを中心に、様 な々分野の業務を手掛けるように

なります。
「Shade3Dはモデリング作業のしやすさが魅力。建築CGでいえ
ば、壁・柱・窓・ドアなど、大概のものは容易に作成できます。特に、
自由曲面の使いやすさが優れていて、四角や円の掃引体の組み合わ
せでほぼ描けてしまいます」。その他、三面図の機能やテクスチャ設
定のしやすさ、カメラの操作性のよさなども気に入っているといいます。
「作成機会の多い展示会ブースの図面を立ち上げる際は、ショートカッ
トキーひとつでマニピュレータに切り替わり、図面上の数値のクリック
で壁面の高さ・大きさの調整が行える機能を重宝しています」。
パース作成を得意としている菊永さんは、CADソフトで描いた平面

図をDXFで Shade3Dに読み込んでモデリングを行い、概ね 1日、

長くても3営業日で仕上げることができているといいます。「自分が最

も好きなのはイベントのパース作成で、エンターテイメント性やワクワ

ク感が伝わるような作品づくりを心掛けていますが、Shade3Dの使い

勝手のよさと表現力がそこで大きく役立っています」。

既存店舗の庭にプールと休憩スペースを新たに設ける計画と（写真左・中）、東京都港区の商業施設で開催された「スノードームでお茶会を楽しむ」イベント（右）。こういっ
た3Dパースは、CADソフトの平面図をShade3Dに読み込んでモデリングを行い、長くても3営業日程度で仕上げている

展示会ブースのデザインではマニピュレータによるサイズ調整機能が効率的な作業に役立っている



ニュース

オブジェクトとして操作できる「カメラ」形状        
Shade3Dでは新規のシーンに形状を持たない「メタカメラ」がデフォ
ルトで1つ設定されているため、カメラの作成を行わなくとも「透視図」で
「メタカメラ」から見たシーンを表示できます。
「メタカメラ」は「カメラ」ウインドウや「ナビゲーションツール」で操作
しますが、形状としてのカメラを作成することで、他形状と同様にマニ
ピュレータや移動ツールでの操作、また複製ツールでの複製を行うこと
ができます。

●ツールボックスからカメラ形状を作成する
ツールボックスの「光源/カメラ」グループより「カメラ」を選択し、図面で

ドラッグしてカメラ形状を作成します。
ドラッグの始点がカメラの「視点」となり、終点が「注視点」となります。
画角が四角錐で表示され、カメラが捉えられる範囲を視覚的に判断する
ことができます。

画角

視点

注視点

●「カメラ」ウインドウと「ナビゲーションツール」
シーンにあるメタカメラやカメラ形状から、選択されているカメラの操
作を行います。「カメラ」ウインドウと「透視図」でそれぞれ異なるカメラ
を選択して操作を行うことが可能です。

「カメラ」ウインドウではポップアップメニューで選択しているカメラ
の操作を行います。「視点」、「注視点」、「視点＆注視点」、「ズーム」など
の操作ほか、カメラ形状の作成やカメラ形状からの光源の作成なども
行えます。
また、レンダリングには「カメラ」ウインドウで選択されているカメラが
使用されます。（「イメージウインドウ」の「アクティブビュー」チェックボッ
クスがオフのとき）

「透視図」の「ナビゲーションツール」では図面で選択されているカメラ
の操作を行います。アイコンを上下左右にドラッグして操作します。

ズーム回転移動ドリー移動

◇ドリー移動
視点と注視点を上下左右に移動します。alt(Windows)/option( 

macOS)キーを押しながらドラッグで前後左右に移動します。

Shade3D公式サイト
https://shade3d.jp/ ▼

Shade3D

vol.18

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。

Up&Coming140号 Shade3D ニュース14



ニュース
◇回転移動
視点を回転移動します。

◇ズーム
視点を視線の軸状で前後に移動します。alt(Windows)/option( 

macOS)キーを押しながらドラッグで注視点を前後に移動します。

カメラの詳細設定　　　　　　　　　　　　  
「カメラ」ウインドウの「詳細設定」ではより詳細な設定を行えます。

●あおり補正
遠近感による被写体の歪みを補正します。

●傾き
視線を軸としてカメラを傾けます。

●シフト、ライズ、スイング、ティルト
視点や注視点、光軸などをずらすシフト、ライズ、フィルムシフト、フィル

ムライズ、フィルムスイング、フィルムティルト、レンズスイング、レンズティル
トを行います。（サンプルはシフトとライズ）

シフト ライズ

形状を操作する6種類のマニピュレータ　　　  
マニピュレータにはそれぞれの操作系統に特化した６タイプが搭載さ
れています。カメラ形状の全体や、視点、注視点の操作も行えます。

●統合
直線移動、回転、拡大縮小の操作を行う機能がまとめられています。

●直線移動
直線移動や平面での移動を行います。

●拡大縮小
1軸方向、2軸方向への拡大縮小や、均等拡大縮小を行います。

●回転
3軸での回転を行います。

●せん断
3軸方向へのせん断を行います。

●サイズ
バウンディングボックスに数値を入力してサイズを設定します。

Up&Coming140号Shade3D ニュース 15



Vol.60
中津川：ヒノキ

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

中津川へ 

　2023年もどうぞよろしくお願い

します。今回は、世界ラリー選手権

（WRC）の日本ラウンドである、

フォーラムエイト・ラリージャパンの開

催市町のひとつ岐阜県

中津川市をドライブしま

す。2022年のフォーラム

エイト・ラリージャパン

において中津川では、保

古の湖と根の上湖の2つ

の湖を有する標高930m

の根の上高原でスペシャ

ルステージが開催されま

した。

日本最大級のピラミッド

　前号「恵那：棚田」で最後に立ち

寄ったのは恵那峡・大井ダム。蛭川

（ひるかわ）と呼ばれるこの地域は、

日本三大鉱物の産地のひとつに数え

られる。地元産の花崗岩（みかげ石）

で造られた日本最大級のピラミッドへ

（図１）。

　このピラミッドは、エジプト・クフ王

のピラミッドの10分の1スケールで作

られており、地下は迷路となっていた

（図２）。

　総延長が360mもある巨大な迷路

は、思った以上に手ごわかった。床・

壁・天井は石で囲まれており、薄暗く、

大した目印はない。迷路なので行き止

まりは付き物だが、「こっちかな？」と

歩いた末に行き止まりに何度も何度も

出会う。地図もなく、戻ることも簡単で

はなく、本当に脱出できるのか、不安

になった。たまたま、同じペースで迷路

を歩いていたファミリーと途中から団

結してゴールを目指すことになった。

　出口の光が見えた時の子供たちの

歓声は忘れられない。

１ 日本最大級のピラミッド ２ ピラミッドの地下迷路

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60回。
毎回、福田氏がユーモアを交えて紹介
する都市や建築。今回は中津川の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。

Up&Coming140 号 都市と建築のブログ16



加子母

　中津川市は東西28kmに対して南

北49kmと、南北に細長い。東隣は長

野県。

　これから、中津川市北部の加子母

（かしも）という地区に向かう。中津川

から下呂につづく裏木曽街道（国道257

号）は、サルスベリが満開であった。こ

の、東濃地域の東部は裏木曽（うらき

そ）と呼ばれる。

　加子母は東濃ひのきと呼ばれる、良

質のヒノキが古くから生産されてきた。

江戸時代には尾張徳川藩の飛び地領と

して、森林が保護されてきた。

　現代でも国有林とされ、さらには神

宮備林と呼ばれる伊勢神宮の式年遷

宮に必要な用材が供給される地区もあ

る。東濃ひのきはまた、姫路城の昭和

の大修理で西心柱にも使われている。

残念ながら、運搬中に折れてしまい、

上部には兵庫県・笠形神社の御神木と

つなぎ合わせた「運命の木」となって

一本の柱になった。

かしも明治座

　地歌舞伎とは、プロの役者ではな

く、地元の素人役者たちによって演じ

る歌舞伎のこと。中津川は地歌舞伎が

盛んな地域であり、現在でも3つの芝

居小屋が残っている。尚、東濃の地歌

舞伎は勤労意欲を削ぐ対象として、西

濃の花火と共に抑圧された時代もあっ

たそうだ。

　かしも明治座は、現存する芝居小屋

のひとつで、明治27年（1894年）に地元

の人々によって建てられた。「岐阜県

重要有形民俗文化財」に指定されてい

る。平成27年（2015年）の保存改修工

事により、板葺き石置屋根という120年

前の姿に復元された（図３）。

　現地の方に案内していただく。建物

に入り、パッと目にとまるのが、ブルー

の幕（図４）。これは「娘引き幕」と呼

ばれ、かしも明治座が創建された当

時、各戸の主婦によって制作されたも

の。各家の屋号の入った模様が描かれ

ている。

　舞台に向かって左側にあるのが本

花道で、七三の位置には切り穴（スッポ

ン）が設けられている（図５）。よく見

ると、板の模様が少し違う。スッポンと

は、この切り穴から役者が登場するさ

３ かしも明治座よりまちなみ

５ かしも明治座 内部全景４ 娘引き幕
Up&Coming140 号都市と建築のブログ 17



まが、何だかスッポンのようだから、そ

う呼ばれる。舞台に向かって、右側にあ

るのが仮花道。

　本花道と仮花道の間は、平場と呼ば

れ、客席を移動するための縦横の細い

板材「歩み」が渡してある。

　舞台から裏に上がると、楽屋。有名

人の落し書きが多数。中でも、十八代

目中村勘三郎さん筆は丁寧にラミネー

トされていたのが印象的。地下には、

廻り舞台と奈落（ならく）、そして、七三

へ続く通路があった。帰り際に、葺き

替えの屋根板を寄附させていただいた

（図６）。

　昼食は、五平餅と山菜そばのセット

（図７）。昨日、恵那・岩村でいただい

た五平餅は団子型だったが、本日はお

馴染みのわらじ型。

付知峡と夕森渓谷

　中津川市南部へ向かいつつ、裏木曽

県立自然公園にある渓谷を巡る。

　まず、付知峡（つけちきょう）

は、加子母の東にある秘境。「森林浴

の森日本100選」「岐阜県の名水50選」

「飛騨・美濃紅葉33選」に選ばれてい

る。

　入り口には、トマトとキュウリが天然

水で冷やされていた（図８）。向かいの

店では、森林を眺める窓際に、流しそう

めんが用意されており、賑わっていた。

　そこから階段を下りていくと、観音滝

に出会う（図９）。この滝の水量はさほ

ど多くはないが、真横から眺めること

ができる。そして、観音滝の流れ落ちた

先に不動滝がある（図10）。こちらは、

狭いところを流れ落ちるため水の勢い

がすごい。3つ目の滝・仙樽の滝へは、

吊り橋を2回渡っていく（図11）。

　次に、夕森渓谷は、標高700mに位置

しており、キャンプや川遊びが楽しめ

る。紅葉も有名で、付知峡と同様に「岐

阜県の名水50選」に選ばれている。

「竜神の滝」は水量が豊富で、白竜の

７ 団子型の五平餅

６ 葺き替えの屋根板

８ 天然の冷蔵庫

９ 付知峡 観音滝 10 不動滝
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ような姿形も美しい（図12）。滝を鑑

賞しやすいように遊歩道が整備され

ている。

　坂下の町まで戻ってきた。ここは、木

曽川が大きくうねっているところ。河岸

段丘を感じ取ることができる。

馬籠宿

　中津川市内は、中山道が約20kmにわ

たって東西に延びる。江戸から数えて

43番目の馬籠、44番目の落合、45番目

の中津川の3つの宿場町があった。中津

川の次は、恵那の大井宿である。

　馬籠宿（まごめじゅく）は、木曽11宿

の最南端に位置し、中津川市の東端に

位置する。中山道内でも珍しい、傾斜

地に設置された宿場町（図13）。坂を上

13 馬籠宿

12 夕森渓谷竜神の滝11 吊り橋
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ると、恵那山が見えてきた（図14）。

「木曽路はすべて山の中である」と書

いた島崎藤村の出身地であり、江戸時

代の面影を残す集落。日中は、観光地

で賑わっているのだろうが、朝は、とて

も静かであった。

　馬籠に来たのは恐らく、高校の修学

旅行以来かもしれない。ただ、当時の

馬籠の記憶がなぜか思い出せない・・・

高山、上高地など、他の訪問地は覚え

ているのだが・・・当時、晴れていたこ

と、最後の訪問地だったことは覚えて

いるが・・・

　理由を考えてみたところ、馬籠の写

真が一枚もないことに気づいた。持っ

て行ったカメラが壊れていたのか（当

時は、スマホどころか、デジカメもな

い。フィルムカメラ）？ 同行のカメラマ

ンと出会えなかったのか？ 写真がある

のとないのとでは、記憶の思い出しや

すさが違うのかもしれない。

　ただ当時、馬籠が長野県だったこと

は覚えていた。しかし、今は岐阜県中

津川市だ。調べてみると、2005年に長

野県木曽郡山口村は、県を越えた合併

（越県合併）により、岐阜県中津川市

になったそうだ。越県合併自体が珍し

く、46年ぶりだったそうだ。

落合の石畳

　馬籠から落合の石畳に向かう途中、

棚田が目の前に広がり、恵那の笠置山

が望める（図15）。偶然ながら、天使の

梯子にも出会えた。信州サンセットポ

イント100選のひとつらしい。尚、越県

合併の話題に戻ることになるが、信州

サンセットポイント100選が作られたの

は1999年であり、当時この地は長野県

だったから選ばれたのだろう。

　信濃と美濃の国境の標石を過ぎる

と、落合の石畳である（図16）。馬籠宿

から落合宿に至る途中は、十曲峠（じっ

きょくとうげ）の急な坂道であり、雨が

降ってぬかるむのを防ぐために自然石

を敷きつめて整備された。いわば、当

時の舗装道路である。石畳は、薄暗い

木立の中を縫うように続いており、昔の

旅人に出会ったとしても、何ら違和感

のない風景である。

苗木城跡

　苗木城は、中津川で訪れるべきス

ポットのラスボスかもしれない。中津川

市街の北、木曽川右岸に位置する。急

峻な岩山という限られた土地を利用し

て、天然の岩と人工造成した石垣を巧

みに組み合わせて城郭が作られた。

15 信州サンセットポイント100 選

16 落合の石畳14 恵那山

17 苗木城跡Up&Coming140 号 都市と建築のブログ20



駐車場から歩いていくと、城跡の全貌

が目に飛び込んでくる（図17）。そして、

天守跡に近づくにつれて、巨大な岩の

大きさを実感する（図18）。

　山頂には、いくつもの巨大な岩を取

り囲むようにして、懸造り（かけづく

り）の天守があったといわれる。懸造り

は、京都・清水寺や姫路・圓教寺でも

使われている伝統工法だ。

　天守があった場所には現在、展望台

が建てられており、眼下に木曽川、正

面に恵那山や中津川市街が見渡せる

（図19）。

　木曽川に架かる

赤い玉蔵橋の手

前に、より小さ

な赤い橋梁が

見える。旧北恵

那鉄道（現・北

恵那交通）の木曽

川橋梁だ。

　北恵那鉄道とは、木曽川に

我が国最初の発電用ダム・大井ダムを

建設する際、付知川から筏を使っての

神宮備林の輸送ができなくなってしま

うことから、電力王・福沢桃介（福沢諭

吉の養子）がダム建設の見返りとして

建設した鉄道である。開業は大井ダム

と同時期の大正13年（1924年）、昭和

53年（1978年）に廃止された。

中津川駅

　中津川駅に戻ってきた。山紫水明を

長らく眺めてきたから、鉄筋コンクリー

トのビルは久しぶりである。それでも、

ビルの表情は脇役、背景の自然が主役

に思えた（図20）。中津川は、栗きんと

んの発祥の地といわれ、秋になれば、

栗きんとんをはじめとする栗菓子の食

べくらべを楽しみにしている人も多いそ

うだ。

　現在工事中のリニア中央新幹線の

「岐阜県駅（仮称）」は中津川市内に位

置する。開通すれば、東京・品川まで60

分程度、名古屋まで15分程度といわれ

る。楽しみだ。

20 中津川駅前

18 天守付近の巨岩と石垣

19 苗木城跡展望台より Up&Coming140 号都市と建築のブログ 21



「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。美乃坂本駅のプラットホームを
再現し、間接光の表現や、ガラスの反射や各部材の質感表現など、高品質な画像を生成しています。

「中津川」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･中津川 by UC-win/Road

　今回は、岐阜県中津川市の景観を表現し
ました。木曽川沿いにそびえ立つ高森山の
山頂には、戦国時代に築かれた苗木城とい
う山城の跡があり、今も残る巨岩を取り入
れた特徴的な石垣を含めた城跡をVRで再
現しています。モデル表示を切り替えると、
かつての苗木城の建物が現れ、急峻な岩山
の頂上に築かれた独特な城のイメージを見
ることができます。春と秋の早朝には雲海
が発生することがあり、VRでも煙の機能を
使用して雲海の様子を表現しました。コン
テキストを切り替えることで、雲の上に城跡
が浮かぶ幻想的な光景を楽しむことがで
きます。また、中津川市内にはリニア中央新
幹線の駅が開業する予定で、乗換駅となる
美乃坂本（みのさかもと）駅とリニア駅予
定地の位置関係をVR上で示しています。

CGレンダリングサービス
Shade3D
CG入力支援サービス

かつての苗木城のイメージ

VR-Cloud® で体験！ 特設ページ　https://www.forum8.co.jp/product/ucwin/VC/VC-taiken.htm

美乃坂本駅とリニア駅予定地煙機能で表現した雲海に浮かぶ苗木城跡

Up&Coming140 号 都市と建築のブログ22
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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/

　FIFA（国際サッカー連盟）ワールド

カップ2022カタール大会は、日本代表

チームが初戦で優勝候補のドイツに2

対1で勝利するという世界を驚かす大

逆転勝利もあり、日本国内では大きな

盛りあがりを見せた。

　次の勝てると言われていたコスタリカ

との試合は落としたが、もうひとつの優

勝候補である強敵スペインを2対1でこ

れまた撃破。日本サッカーの成長と失

敗を経験することのできた大会として、

さらに大きな目標の｢2050年W杯日本

単独開催＆初優勝」に向けて、頑張っ

てほしいと思う。

　しかし、中東イスラム圏での初開催

となったカタールW杯では、サッカーの

試合以外でも重大な事件が続発した。

それは｢スポーツ･ウォッシング｣に関す

る問題だ。

｢スポーツ･ウォッシング＝スポーツで洗

い流す｣とは｢人気のあるスポーツ･イベ

ントで多くの人々が興奮することによっ

て、不都合な事実を忘れさせてしまうこ

と｣を指す言葉だ｡

　過度の商業化と肥大化の結果、多く

の人々が被害を被っているとしてオリン

ピック開催に反対する運動を続けてい

るアメリカ･パシフィック大学政治学部

のジュール･ボイコフ教授などが使い始

めた新しい言葉だ。

　カタール政府はW杯開催のため、ス

タジアム建設などで外国人（移民）労働

者に劣悪な環境で仕事をさせ、英国メ

ディアの報道によれば６千人以上の死

者を出したという。

　それに対して国際人権監視団体の

HRW（ヒューマン･ライツ･ウォッチ）は、

FIFAにW杯の賞金総額４億４千万ド

ル（約610億円）と同額の補償金を用意

するよう求めたという｡そしてイングラン

ドやドイツのサッカー協会も、FIFAに対

してカタールの労働者に対する待遇改

善と権利回復を要求する行動を起こす

よう求め、西欧各国ではカタール政府

スポーツの興奮で｢様々な重要な問題を忘れ去って
しまうスポーツ･ウォッシング｣ではなく、それらの
｢問題を改善･解決するスポーツの力｣を信じたい！
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に抗議するデモも頻発。フランスやドイ

ツは、パブリック･ビューイングを取り止

めた。

　カタールでは同性愛が犯罪として法

律で禁止され、女性の権利も大幅に制

限されていることもあり、オーストラリア

やデンマークなどの選手団が抗議の声

をあげ、欧州７か国の出場選手は反

差別を訴える虹色の腕章を着けて試合

に臨もうとした。が、FIFAのインファン

ティーノ会長がそれを禁止。腕章着用

の選手には即座にイエローカードを出

すと警告。それにドイツ選手が反発し、

グループリーグでの日本戦の前の記念

撮影で、選手全員が手で口を覆うポー

ズをとり、意思表示を封じられたことに

対する抗議の意図を示した。

　イングランドの選手は、初戦の試合

前にニーダウン（片膝を地面につい

て、あらゆる差別に反対する意志を表

す行為）を行い、対戦相手のイランの

選手たちは、国歌が流れても全員が口

を真一文字に閉じ、歌うことを拒否｡そ

れはへジャブ（女性が髪の毛を覆うイ

スラム教で義務づけられているスカー

フ）の被り方が悪いとして警官に逮捕

された女性が亡くなった事件に対する

抗議だった。

　それらはすべてスポーツ･ウォッシング

（Ｗ杯の興奮で｢事件｣が忘れられるこ

と）を阻止しようとする行為だった。

　が、FIFAのインファンティーノ会長

は、欧州の｢過去3千年に及ぶ差別の

歴史」や「異民族への弾圧の歴史」「植

民地の歴史」などを持ち出し、西欧諸

国のカタール批判こそ「偽善」であると

逆批判｡日本サッカー協会の田嶋幸三

会長も、「今はフットボール以外のこと

をいろいろ話題にすることは好ましく

ない。差別や人権の問題については当

然私たちも改善したいと思っている。

が、今はサッカーに集中するときだ」と

語った。

　たしかにイギリスでも、第二次大戦

直後までは同性愛が法律で禁じられ、

ナチスの暗号を解読した天才数学者の

チューリングも、その「罪」で警察に捜

査され､不当な圧力をかけられ続けた

という事実も存在する。が、そのような

過去の反省から到達した西欧の｢人権

意識｣は、世界中に広めるべき「人類共

通の真理」であるはずで、それをW杯

で選手たちが広めようとする行為（腕

章や様々なポーズ）がＷ杯の邪魔をす

るとは思えない。

　逆にインファンティーノ会長や田島

会長の言葉は､過去に多く存在したス

ポーツ･ウォッシングの歴史を想起させ

るものでもある｡

　戦前の日本が1928年のアムステルダ

ム五輪で初の金メダルを獲得して以

来、32年ロス大会、36年ベルリン大会

で日本人選手が大活躍する一方、日本

社会の軍国主義化が進んだ事実を指

して、評論家の大宅壮一氏は｢スポー

ツとは支配階級が大衆に注射する阿片

のようなもの」と表現した。

　またヒトラーが開催に力を注ぎ｢ナチ

五輪｣と呼ばれたベルリン大会は、ユダ

ヤ人迫害を世界の批判から隠蔽したと

言われている。

　さらに1960年の東京で、日米安保

条約の改定に反対する10万人以上の

人々が国会議事堂や首相官邸を取り囲

んだとき、当時の岸信介首相は｢健全

な国民はプロ野球の巨人阪神戦を見に

行っている｣と嘯いたという。

　古代ローマ帝国は｢パンとサーカス｣

の社会と言われている。為政者（皇帝）

は「経済を豊かにし（パンを与え）、娯楽

（サーカス＝スポーツ）を提供する｣こ

とで、大衆の不平不満を解消し、支配

してきたというわけだ。

　オードリー･ヘップバーンの主演で

有名な映画『ローマの休日 Roman 

Holiday』というタイトルも、欧米では諺

として使われる言葉で、｢他人に迷惑を

かけて楽しむ休日｣のことを意味する｡

古代ローマの貴族たちが拳闘士たちを

戦わせたり、奴隷に猛獣を嗾けたりし

て休日を楽しんだことから生まれた言

葉なのだ｡

　スポーツ（娯楽）が為政者によって利

用されていた過去の「スポーツ・ウォッ

シング」の時代から、スポーツが差別や

人権問題を考え直す契機となり、世界

のすべての人々の共通認識を創りあげ

る時代へ……。それこそが素晴らしい

「スポーツの力」と言えるに違い

ない―。

　W杯カタール大会の最中、日

本では東京地検と公正取引委

員会による東京五輪の贈収賄

事件･談合事件の捜査が進ん

だ。W杯の興奮で｢ウォッシン

グ（洗い流すこと）｣のないよ

う事件の進展にも注意の目

を向け続けたい。

グラディエーター

うそぶ

ことわざ

けしか
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フォーラムエイトは2022年11月16～18日

（15日はその前夜祭）、品川インターシティ

ホールおよび同ホワイエで「FORUM8デザ

インフェスティバル 2022-3Days+Eve」を開

催いたしました。

当初はそれぞれ個別に実施されていた複

数のイベントを2009年、「デザインフェス

ティバル」として再編。以来、毎年秋に3日間

かけて行う現行の方式を踏襲。さらに2015

年からは、当社の最新技術を含め最先端表

現技術と多彩なアートが競演する「Eve（前

夜祭）」を付設。コロナ禍により近年はオン

ラインにウェートを置くなど制限されてきた

中で、今回は3年振りにリアルイベントとして

開催されています。

今回はその前夜祭を受け、「第7回 自動運

転カンファランス」「第23回 UC-win/Road

協議会（VRコンファランス）」「第15回 国際

VRシンポジウム」「第8回 最先端表技協・

最新テクノロジーセッション」および「第16

回 デザインコンファランス」の複数講演や

発表、「第21回3D・VRシミュレーションコン

テスト・オン・クラウド」「第10回 学生クラウ

ドプログラミングワールドカップ（CPWC）」

「第12回学生BIM & VRデザインコンテスト 

オンクラウド（VDWC）」「第8回ジュニア・ソ

フトウェア・セミナー」「第6回羽倉賞」および

「第9回ナショナル・レジリエンス・デザイン

アワード（NaRDA）」の公開審査や表彰式、

出版書籍の著者講演などが行われました。

35年のノウハウ蓄積と技術の先進性でDX時代の各種ソリューションを実現
デジタルツインやメタバースにも対応、産業向けCG・VR市場をリード
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今年の前夜祭は「再会 Reunion」をテーマとして、
3年ぶりとなるリアルイベントを実施。開催前の時間
帯には、過去のオンライン開催分のレビュー動画も配
信しました。
草月流横井紅炎によるライブ華道を皮切りに、

marimosphereとDJ ONIのユニットNeiroによる、
VRアートとデジタルサウンドをリアルタイムに構築し
クリプトアートにして発信するパフォーマンスや、東京
2020の振り付けにも関わったMikiとクラシックピアニ
ストJUNKOによるダンス・ピアノのコラボレーション
がステージ上に展開。会場には、廃棄竹と先端表現
を組み合わせて、竹の音・自然の音と調和した立体
音響と映像で中に入る人を包みこむ新作「Bamboo 
Dome」を設置。自然とテクノロジーの調和、先端技
術とリユースの調和などをテーマとし、サステナビリ
ティを問う作品として発表しました。
さらに、今回初の試みとして、Crypto Art展示・ラ
イブパフォーマンスを実施。hasaquiのドローイング
とAI・p5jsを利用した作品、marimosphereのAIとブ
ロックチェーンを象徴する抽象化されたパターン表現
などを中心に、AIやNFTなど最先端のコンセプトを取
り入れた作品を展示し、併せて、Vjyou、Hanahana 
production、江戸レナによる映像と音楽を組み合わ
せたパフォーマンスが繰り広げられました。

「再会 Reunion」をテーマに
久しぶりの会場開催

インターシティホール ホワイエ併設展示
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今回前夜祭のテーマは、「再開 Reunion」。

3年振りとなるリアルイベントは、ライブ華道

を皮切りにONI氏プロデュースのbamboo 

Dome、Crypto Artの各種ライブパフォーマン

スと展示、VR Art painting & music、Visual 

Poiなどが華やかに繰り広げられました。

デザインフェスティバルDay1のオープニン

グは、午前から午後の部前半にわたる「第7回 

自動運転カンファランス」。自動運転に関わる

施策や技術、標準化の最新動向について関係

5省庁の担当者6氏が、加えて今回初めてデジ

タル庁から当該分野における取り組みを、来

賓あいさつを挟み講演。併せて、自動運転関連

の研究や技術開発を支援するフォーラムエイト

の最新VRソリューションを紹介しました。

午後の部後半は、「第21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。今回新たに「VRシステム

オブザイヤー」賞も設置されています。これに

先駆け、応募作品の中から12作品をノミネー

ト。VR-Cloud®を利用した一般投票（11月7日

～13日）、本審査会（11月15日）を経て各賞が

決定されています。

初日の最後は、参加者が交流するネットワー

クパーティが催されました。

Day2午前の部前半は、「第23回 UC-win/

Road協議会（VRコンファランス）」が当社

Shade3Dの最新機能に関するプレゼンテー

ションでスタート。後半は、「第10回 学生クラ

ウドプログラミングワールドカップ（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12回 学生BIM & VRデザインコン

テスト オンクラウド（VDWC）」（同じく9作品）

の公開最終審査が行われました。

午後の部前半は、初めに同協議会の特別講

演。続いて、「第15回 国際VRシンポジウム」

では「World16」を構成する世界各地のメン

バー（進行役および11名が参加、うち1名はリ

モート参加）がそれぞれの研究開発の成果を

発表。これを受け、それらの成果および各研究

者から示された多様かつ高度なヒントを今後

の当社の製品開発に反映していきたい考えが

示されました。

午後の部後半は、パトリック・ハーラン氏が

プレゼンターとして加わり、「第10回 CPWC」

「第12回 VDWC」および「第8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。続くネットワークパーティへと引き継がれま

した。

Day3（デザインフェスティバル最終日）午前

の部は、「第8回 最先端表技協・最新テクノロ

ジーセッション」として同表技協会長のあいさ

つに続き、表技協による「第6回 羽倉賞」（同じ

く7作品）の各賞発表と表彰式を実施。さらに、

プレゼンテーションで最先端表現技術の普及

に向けた当社の取り組みを紹介しました。

午後の部前半は、「第16回 デザインコンファ

ランス」の特別講演および当社関連ソリュー

ションのプレゼンテーションにより構成されま

した。

午後の部後半は、「第9回 NaRDA」(応募作

品から事前にノミネートされた11作品を対象に

審査員が11月15日に最終審査)の各賞発表と

表彰式を実施。最後に、フォーラムエイト パブ

リッシングの新刊「Engineer’s Studio®公式

ガイドブック」の執筆者により内容を紹介する

講演が行われました。

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国内外からの入

場者数（前夜祭を含む）が累計で1,700名超に

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。

進化続けるVR技術の利用シーン、
「F8VPS」が拓く新たな可能性
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11/16  WED　　第7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（2022

年11月16日）は、当社代表取締役社長の

伊藤裕二によるあいさつを受け、「第7回 

自動運転カンファランス」が開会。本年は

FORUM8 Rally Japan2022の開催を受け、

古屋圭司衆議院議員（モータースポーツ振

興議員連盟、自動車文化を考える議員連盟 

会長）に加えて、大岡敏孝衆議院議員（同

連盟所属）およびWRC Promoter GmbH 

FIA世界ラリー選手権 営業部部長のマーク・

デュ・ジョン氏の3氏による来賓あいさつを

実施しました。

古屋氏は、フォーラムエイトがFIA世界ラ

リー選手権（WRC）最終ラウンド第13戦「ラ

リー・ジャパン」のメインスポンサーを務め

ことの意義に触れた後、自動運転レベル4・

5への取組、それらに対する自身の着眼点を

提示。続いて大岡氏が、自動運転への更なる

取組とそこでのフォーラムエイトのVR技術

活用の有用性、それらを通じた新たな自動車

社会づくりへの期待を述べました。最後に

ジョン氏は、WRCについて映像とともに紹

介。「モータースポーツはモビリティ開発に

とっても非常に重要。車両効率を追求してエ

ンジン、バッテリーを開発・機能向上につな

がっている。また、ラリーカーではカーボン

ニュートラルな燃料の利用やEV走行も行っ

ており、実際の道路を様々な条件で走ること

でテクノロジーで様々な障壁を乗り越えられ

ることを実証している」と述べ、ラリー・エス

トニア（2021年）での初となる完全な自動走

行車による走破と観客移送、来年のフォーラ

ムエイト・ラリージャパンへの期待に言及し

ました。

特別講演は、経済産業省製造産業局自

動車課ITS・自動走行推進室長 福永茂和氏

「経済産業省における自動走行等の実現に

向けた取組」からスタート。自動車産業の変

革を表す「CASE（コネクテッド、自動運転、

シェア＆サービス、電動化）」の概念とそれ

ぞれの取組の現状を概説。その上で「自動運

転×コネクテッド」や「電動化×自動運転・

新サービス」を例に、それらが相互に関連

することでもたらされる新たな自動車像、そ

の開発・運用に当たってカギとなるデジタル

ツインを用いた評価手法や大容量電池など

の技術について解説。そこでの産業構造と

付加価値を巡る変化、地方を中心とする将

来の移動に関わる課題、自動運転の意義へ

と話を展開。自動運転の定義と（レベル3ま

で一部実用化が進み、レベル4を目指す）現

状、これまでの（レベル3・4に対応する）法

整備面での取組を整理。併せて、サービス

カー（タクシー事業）やオーナーカーに関す

る国内外の開発状況、レベル4に向け課題解

決を狙いに動き出した「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）」を構成する

4つのプロジェクトについて説明。さらに、シ

ミュレーション環境を利用した安全性評価

による国際標準化、自動運転化で不可避な

省エネ化に向けグリーンイノベーション基金

を用いる技術開発にも言及しました。

次いで、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 増子喬紀

氏「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」と題して特別講演。まず

電波を所管する観点からITS（高度道路交通

システム）で使われる周波数帯の特性、ITS

の進化の流れとそこでの各種通信の関わ

り、様々なV2X（Vehicle-to-Everything）通

信例を整理。自動運転時代のITS Connect

（ITS専用の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）活用

DAY 1
自動運転の新たなパラダイム、
「デジタルを活用した交通社会の未来」が描く道筋
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への期待、自動運転の急速な進展・普及に伴

う通信ネットワークの負荷増大に向けた対

応の重要性に言及。政府のITS推進体制お

よび同省が担う役割、レベル4・5の実現に向

けたV2Xの重要性、その世界的な動向と日本

の対応、それに関連し電波政策懇談会が作

成したロードマップ、それを反映した同省の

周波数再編アクションプランへと話を展開。

その上で、自動運転に必要な通信要件の検

討、様々な通信方式活用のための狭域中域

情報の収集・統合・配信に関わる研究開発、

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、携帯電話の進

化、第5世代移動通信システム（5G）の低遅

延などの主要性能、5Gを活用した自動運転

サービス、それらを利用する将来像、繋がる

クルマ「Connected Car」の実現イメージに

ついて説明しました。

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 和賀正光氏

「自動運転に関する国土交通省道路局の取

組について」と題して特別講演。物流／移動

サービスとオーナーカーそれぞれの自動運

転のアプローチや出口戦略、それに対する

自動運転技術の現状と政府目標（2022年度

目途に遠隔監視のみの自動運転サービス実

現、2025年度目途に高速道路での自家用車

のレベル4自動運転実現）を解説。中山間地

域の現状と課題、そのソリューションとして

2017年度からの中山間地域における短期・

長期の自動運転サービス実証実験、これら

を踏まえた社会実装（秋田、滋賀、福岡およ

び島根4県の道の駅を拠点）について映像を

交えて紹介。それらの実証実験を通じて浮か

び上がった自動運転上の課題に触れた後、

道路法等の改正（2020年）を受けた自動運

行補助施設や占用物件の設置を巡る変更に

ついて説明。併せて、自動運転技術を活用し

た街づくりを目指す自治体の取組に対する

社会資本整備総合交付金、あるいは民間事

業者に対する自動運行補助施設設置工事資

金貸付金といった支援策に言及。さらに、多

様な地域における自動運転サービスの展開

として各種「まちなか」の特徴とそれぞれへ

の対応策を列挙。その具体例として一般道向

け路側センサ技術、高速道路の合流部等で

の情報提供による自動運転の支援、自動運

転に対応した区画線の管理水準、道路交通

情報の提供手法などに関する官民共同研究

へと話を展開しました。

また、国土交通省自動車局自動運転戦略

室長 多田善隆氏「自動運転の実現に向けた

取組について」。まず自動運転の意義、自動

運転の各レベルの定義、各レベルに応じた

オーナーカー／移動サービスそれぞれの自

動運転技術の現状（レベル3までの実用化

あるいは市販化段階、レベル4に向けた開発

段階）、レベル3実現に当たっての課題（信

号認識、走行空間認識など）、それに対する

国交省の取組（各実装分野の政府目標や実

績）について整理。それを受けて自家用車

向けでは、運転者に代わりシステムが運転

することにも対応する道路運送車両法の改

正（2019年）、そこで追加された「自動運行

装置」の保安基準、それらを踏まえた世界

初の自動運転車（高速道路レベル3）の型式

指定（2020年）に言及。その上で同省として

今後、国連自動車基準調和世界フォーラム

（WP29）を通じたより高度な国際基準策定

の検討に貢献していく考えを提示。さらに移

動サービスに対しては、全国各地で実施され

ている自動運転実証実験を挙げ、実証実験

に関する道路運送車両法上の基準緩和に向

けた各種研究機関での車両性能試験の実施

と「ラストマイル自動運転車両システム」ガイ

ドライン整備、それらを通じた永平寺ラスト

マイル自動運転車（レベル3）の認可へと話を

展開。レベル4の法規要件の策定に向けた調

査・検討にも触れます。

続いて、「自動運転の実現に向けた警察の

取組について」と題し警察庁交通局交通企

画課自動運転企画室長 伊藤健一氏が特別

講演。初めに日本の交通事故発生状況、自

動運転に期待される主な効果、運転自動化

のレベルについて概説。警察庁の法制度の
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整備に当たっては、政府目標「デジタルを活

用した交通社会の未来2022」（2022年8月

から「官民ITS構想・ロードマップ2020」を継

承）や技術開発を踏まえつつ自動運転の実

現に向けて検討し、継続的に取り組んできて

いると言及。その上で、自動運転に関わる警

察の取組として交通ルールの整備、実証実

験環境の整備、広報啓発、研究開発を列挙。

そのうち交通ルールの整備では、まず道路

運送車両法の自動運行装置の定義に触れた

後、道路交通法の改正を通じた、1）レベル3

の自動運転の実用化に伴う制度整備（2019

年）、2）レベル4の自動運転の許可制度の基

本的な考え方、それに基づく特定自動運行に

係る許可制度の創設（2022年）、同制度の関

係者の関わりと運用イメージについて解説。

実証実験環境の整備では、基本的に「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）に基づくと位置

づけ。併せて、遠隔型自動運転システムや特

別装置自動車の公道実証実験における道路

使用許可取得の手順、「特定自動配送ロボッ

ト等の公道実証実験に係る道路使用許可基

準」（2021年策定）について説明。運転支援

技術の過信防止を促す広報啓発の必要性も

説きます。

同カンファランス最後の特別講演は、今回

初の参加となったデジタル庁国民向けサー

ビスグループ モビリティ班 企画官 鈴木崇弘

氏「デジタル庁におけるモビリティ分野の取

組について」。自動運転やMaaS（Mobility 

as a Service）に関わる関係府省庁の役割、

そこでの、基本方針の企画立案や総合調整

を担うデジタル庁（2021年9月設立、旧内閣

官房IT総合戦略室を継承）の位置付けを整

理。2014年～2021年にわたり毎年策定され

てきた「官民ITS構想・ロードマップ」、その

中で示された直近のキーとなる実現目標、こ

れまでの自動運転実用化に向けた取組の成

果、を概説。その上で同ロードマップを発展的

に引き継いだ「デジタルを活用した交通社会

の未来」の方向性、そこに込められた背景や

問題意識（人口減少局面の大きな変化など）

に言及。またこの間、同庁に設置された「デ

ジタル交通社会のありかたに関する研究会」

の構成、そこでの暮らし目線を重視したサー

ビスの検討、「共助」をキーワードとするデジ

タル基盤整備の考え方などを説明。最後に、

デジタル田園都市国家構想も視野にこれら

を反映した今後の取組の進め方、「デジタル

を活用した交通社会の未来2022」における

自動運転・運転支援、道路空間・MaaS、ド

ローン・空飛ぶクルマ、モビリティ分野の協調

領域（モビリティ分野のデータ連携や3次元

空間情報基盤など）といった各カテゴリでの

新規アプローチを中心に紹介しました。

これらの講演を受けた同カンファランスの

クロージング前半は、当社担当者が「DXで

加速する自動運転・MaaSソリューション ～

デジタルツインを実現する3DVRソフトウェ

ア～」と題しプレゼンテーション。自動運転

とMaaSに対するデジタルツイン（DT）の環

境構築とその活用、Webブラウザで実行で

きるWebVRによるソリューションにフォー

カス。初めにUC-win/Road Ver.16を用い構

築したDT上を走行するドライバーの視点か

らシミュレーションの様々な基本機能を紹

介。併せて、PLATEAU（国交省主導の3D都

市モデル整備・活用・オープンデータ化プロ

ジェクト）や自治体で整備が進む点群データ

それぞれの利用性、それらのUC-win/Road

との連携による広域なDT構築の容易化や

拡張の可能性を説明。UC-win/Roadと交通

シミュレーションシステム「VISSIM」のリア

ルタイム連携機能、映像から時刻歴の車両

軌跡を生成する環境を使った新しいモビリ

ティ介入のもたらす影響把握にも言及。さら

に、UC-win/Roadを核とする各種システム

の構築可能性や組込み対応、自動運転制御

システムとの連携によるVRDTの実験環境

構築とその適用例、F8VPSによるWebVR化

へと話を展開。UC-win/Roadの自動運転・

ADASパッケージ、各種ドライビングシミュ

レータ、Shade3Dやスイート千鳥エンジンの

最新機能、F8VPSによるメタバース「Virtual 

FORUM8 Rally Japan 2022」の取組にも触

れました。

最後に、当社開発担当の視点から「フォー

ラムエイトのVRソリューション最新情報 ～

VRシミュレーションのニューノーマルを刻

む～」と題してプレゼンテーション。まず、

UC-win/Road Ver.16（2022年5月リリース）

の新機能としてASAM OpenDrive対応、

CityGML都市モデルのインポート、マルチ

ユーザシナリオ機能の追加、VISSIM連携機

能の強化、道路モデリング機能の拡張、各

種性能の改善について解説。併せて、開発中

のUC-win/Road Ver.17（2023年3月リリー

ス予定）におけるモデリングやシミュレー

ションの各種機能の強化にも言及。さらに、

F8VPSの開発コンセプトや機能、その活用

事例、その一環として2022年に挑戦したXR

技術利用の次世代コミュニケーションプラッ

トフォーム、今回DF用に構築したデザイン

フェスティバルメタバース、前出のFORUM8 

Rally JapanのVRサイトを紹介。今後の開発

に向けた考え方も示しました。
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Day1午後の部後半は、UC-win/Roadを
はじめフォーラムエイトの各種VRソリュー
ションを駆使して作成したVR作品を競う
「第21回 3D・VRシミュレーションコンテス
ト・オン・クラウド」の表彰式が行われまし
た。10月17日までに応募のあった多数の作
品の中から10月26日の予選選考会を経て12
作品をノミネート。これらを対象に11月7日～
13日にわたり、VR-Cloud®を使い一般投票
を実施。そのスコアも加味しながら11月15日
に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
ら構成される本審査会（フォーラムエイト東
京本社）で各賞が決定しています。
その結果、グランプリ（最優秀賞）に輝い

たのは、大成建設株式会社の「ダム建設工
事における重機3Dリアルタイムデジタルツイ
ンシステム」。自動建機群の協調制御システ
ムとUC-win/Roadを連携し、ダム建設現場
におけるリアルタイム3Dモニタリング及び接
近時の緊急停止システムを構築。GNSSの
位置情報を用いUC-win/Road上で自動建機
や作業員の位置を可視化、接近を検知。状
況に応じて自動建機の監視者に対する警告
や協調制御システムへの停止命令を出す仕
組み。刻々と変わる現場で異なる重機やダ
ンプ、作業員をリアルタイムに統括し安全管
理する、デジタルツインの優れた活用例（関

氏）と高く評価されました。
準グランプリ（優秀賞）は、日鉄エンジニ

アリング株式会社による「免制震デバイス効
果体験地震シミュレーション」。これは、地
震時の建物被害を軽減する免制震デバイス
の効果を体験するもの。倉庫やマンション、
オフィスなどの空間を再現し、モノの転倒や
落下などの物理シミュレーション、効果音で
臨場感を演出。HMDを介したVRとモーショ
ンシートにより耐震・免震・制震構造の違
いも体感可能。揺れをよりリアルに再現する
ため、実際の揺れの波形に基づくなどUC-
win/Roadの枠組みを広げる使い方（原口
氏）と評されました。
また今回から、VRを活用しDX推進に資

するシステムにフォーカスする「VRシステム
オブザイヤー」を新設。VRを利用したプラッ
トフォームの整備・提供に加え、自治体等と
の連携による様々な産業分野での活用を推
進する（一財）VR推進協議会により審査さ
れています。その第1回目の受賞となったの
は、国土交通省の「施工DXチャレンジ（遠
隔施工等実演会）デジタルツインシステム」。
「VR国総研」（F8VPSで構築）内のDX実験
フィールドを更新し、そこに遠隔施工等実演
会のバーチャル会場を構築。実演会の会場
レイアウトや実際の現場で動く重機などを
VR空間に再現するのと併せ、現場の映像も
ライブ配信。重機センサーの情報を取得し、
現場と同期した重機の動作シミュレーショ

ンも可能なデジタルツインプラットフォーム
として展開。VRの適用によりDXを推進する
システムの官民の活用（同協議会の伊藤裕
二理事長）への期待が評価されました。

デジタルツイン活用に注目、今回「VRシステムオブザイヤー」も新設

第21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 1

自動建機群の協調制御システムとUC-win/Roadを連携させ、ダム建設現場におけるリアルタイム3Dモニタリ
ング及び接近時の緊急停止システムを構築した。GNSSの位置情報を用いてUC-win/Road上で自動建機や
作業員の位置を可視化、接近検知を行い、状況に応じて自動建機の監視者に対する警告や協調制御システム
への停止命令を出す仕組みとなっている。

ダム建設工事における重機3Dリアルタイムデジタルツインシステム
大成建設株式会社

GRAND PRIX グランプリ

3D3D V
R
V
R

21th21th

P.10～12の「ユーザ製品体験レポート」にてグランプリ作品の詳細をご紹介しています。ぜひご覧ください。
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工場構内での工事にあたり、新設道路と大規模交差点改修計画のため交通シミュ
レーションをVR化。操業大型車両を優先にした道路形態で出退勤車両の渋滞を
検証、対策案として出勤時と退勤時で逆走させる車線と交通流を表現し、信号現
示検討に使用。交通量と区間別の速度制限、操業大型車両のパレットプール等、構
内交通流計画に活用。

山間部の橋梁の架け替えの際にVRで検討を行った。点群を基に現況の構造をモ
デル化し、老朽化した箇所や全体が変形している様子等現在の状態を再現。架
け替え後の片側の桁が撤去された状態の構造を切り替え表示し、桁が大幅に狭く
なったことによるトラック通行時の支障箇所の有無を走行シミュレーションで確
認している。

工場構内における出勤退勤時の交通シミュレーション
日鉄テックスエンジ株式会社

山間部橋梁における維持管理の延命措置検討
株式会社新日本コンサルタント

HONORABLE JUDGE AWARD
Digital Control 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

こ高齢ドライバーによる交通事故が増加する中、運転免許証の自主返納制度の効果
は微々たるものです。自主返納を活性化するため、自分の運転能力を認識できるシ
ステムを開発。高齢ドライバーの交通事故が多い4地域について作成されたVRシナ
リオを運転することができ、運転終了後には評価結果が自動で出力されます。

トランジットモールの検討等に用いるデジタルツインでのサイバー空間として、
本厚木駅北側の約700m四方の範囲について道路と沿道景観を再現。総延長約
10kmの道路ネットワークを利用し、VISSIMによる交通シミュレーションを実施。
解析結果をフィードバックし、VR上で広域の交通流・歩行者の流れを表現。

高齢ドライバー向け運転能力評価システム
全羅北道交通文化研修院

本厚木駅周辺における交通再現VRシミュレーション
株式会社オリエンタルコンサルタンツ

IDEA AWARD アイデア賞 ESSENCE AWARD エッセンス賞

審査員特別賞

車両・自転車・歩行者シミュレータをUC-win/Roadのクラスタ・ネットワーク連
携機能により、各機器の相互作用を考慮できるシミュレータシステム。NIRS(脳
活動計測)、視線計測など、各種生体計測機器も連携。実験ログデータを一元管
理可能。自動運転車両、モビリティに関わる研究等に幅広く利用されている。

車両-自転車-歩行者連携シミュレータシステム
愛知県立大学

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

免制震デバイス効果体験地震シミュレーション
日鉄エンジニアリング株式会社

地震時の建物の被害を軽減する免制震デバイスの効果を体験するコン
テンツを制作した。HMDを用いたVRとモーションシートにより、耐震
構造と免震構造、制振構造の揺れの違いを体感できる。倉庫、マンショ
ン、オフィスの空間を再現し、什器の転倒や落下といった物理シミュレー
ション、効果音を用いて状況を表現している。
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NOMINATION AWARD ノミネート賞

DX技術（3DVRとPLATEAU）を活用した風力発電事業の
推進地方におけるスマートシティの実現に向けて～
三井共同建設コンサルタント株式会社

橋梁景観デザインVRシミュレーション
産業開発コンサルタント株式会社～

都市地下道路の交通標識及び
安全VRシミュレーション
深圳大学

橋梁上部工工事施工シミュレーション
金秀建設株式会社

VR SYSTEM OF THE YEAR

F8VPSで構築されているVR国総研においてDX実験フィールドで開催される遠隔施工等実演会のバーチャル
会場を構築。VR空間上には会場レイアウトと重機のほか、現場の映像がリアルタイムでバーチャル会場上で
ライブ配信される。デジタルツインプラットフォーム活用展開として、重機センサーの情報を取得し、VR上で
現場と同期した重機の動作シミュレーションも可能としている。

施工DXチャレンジ（遠隔施工等実演会）デジタルツインシステム
国土交通省

中国南部のショッピングモールにある地下道のVRシーン。道路部分の長さは約
1kmで、そのうち地下道部分が50％を占めています。 このシーンにおいて、VRシ
ミュレーションを用いて地上道路からの車両の合流とトンネルからの車両の出入り
の安全性をシミュレーションします。また、地下道に交通誘導標識の位置や種類を
変えて配置することで、交通標識の配置について妥当性のある提案をします。 現
在、このプロジェクトは第一段階に入っており、今後、トンネルを出入りする際の照
明の調整により、ドライバーに与える暗所視や明所視の効果を改善するための研究
を進めていく予定です。

橋梁景観検討地点の対象地及び周辺地区の景観・色彩特性を考慮し、景観対象
となる親柱、高欄、歩道舗装の色彩や形状の比較検討において、3D・VRシミュ
レーションで検証した。VRシミュレーションで検証し、発注者との協議の円滑化
により、これからの道路開通に向けて貢献していくことを目的としています。

今回のシミュレーションは、橋梁架設現場で、施工順序を表現しています。本工
事では、協力業者に時系列で入場するタイミングを感覚的にわかるように、ま
た、作業員入場時安全教育に活用することを想定しています。今回の施工は途中
引渡しですが、最終形まで作成することにより発注者へ完成時の景観についても
視覚的にわかるよう表現しています。

近年、スマートシティー化に向けた風力発電事業の推進が期待されている。た
だし、関係者や漁業協同組合等への理解が必要であり、わかりやすい説明が重
要である。一方、DX推進の中、PLATEAUモデルの有効活用が求められている。
そこで、風力発電事業（陸上、洋上風力）をモデルに、DX技術である3DVRや
PLATEAUモデルを活用した検討事例を紹介する。

（一財）VR推進協議会

デザインフェスティバル2022レポート
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Day2（2022年11月17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に

続いて、当社担当者によるプレゼンテーショ

ン「Shade3Dの新機能の紹介 メタバースへ

の適用、スイート千鳥エンジンの活用」を実

施。国産CGソフト「Shade3D」の基本機能

および、最新版Ver.23の道路線形、メタバー

スにも対応したモーフターゲット・マルチタ

イムライン対応によるアニメーション強化な

どの新機能について説明しました。また、用

途に応じて利用できるShade3Dの開発ツー

ルとして、教育分野で利用されているブロッ

クUIプログラミングツールとアニメーション

ブロックの新機能や、C++言語での高度なプ

ラグイン開発に対応したShade3D SDKも併

せて紹介しました。メタバースへの展望とし

ては、F8VPSでオープンプラットフォーム化

を強力に推進していることと、Shade3Dで

作成したglTF・FBXの３Dモデルをメタバー

ス空間で活用可能であることを説明。実用

3Dデータ集やCG入力支援サービスなど、

データ作成をサポートする製品・サービスを

紹介しました。

最後に、Shade3Dのデータ活用が可能な

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」の新機能やゲー

ム事例を紹介しました。

UC-win／Road、F8VPSの進化と、AI活用やメタバース展開に注目

11/17  THU　第23回 UC-win/Road協議会 DAY 2

Day2午後の部前半は、東北大学名誉教

授の川添良幸氏による「デザインを本質から

変えるための思考法」と題した特別講演で

スタート。現在主流となってきているEV・太

陽光発電・SDGsなどについてその背景を探

り、豊かな社会のための本質的な変化につ

いて考えることの重要性を説きました。計算

機・スパコンの処理速度の変化を挙げて、量

ではなく質の追求が大切であること、質の

高い成果には経済的・金銭的な付加価値が

あることを説明。質の追求のためには見るこ

と・考えることが必要だが、人間の脳や目に

は錯覚や盲点があることを、シルエット錯視

やプリズム分光の事例を用いて示しました。

また、日本ではSDGsのような欧米からの

概念をそのまま受け入れがちだが、縄文時

代の1万年以上にわたる持続可能社会の概

念が現在の日本にも引き継がれていることを

自覚し、自らの文明の特性を生かして新しい

価値を生み出していくことの重要性を述べま

した。

スペシャルセッション

持続可能を求める社会において重要な本質をとらえたデザインの力

DAY 2
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各国研究者による先進的なVR技術活用の提案が集結

            第15回 国際VRシンポジウム

「第15回国際VRシンポジウム」では、最初

に、進行役を務めるWorld16代表の小林佳

弘氏（アリゾナ州立大学）が、各国の建築・土

木、都市計画などの分野でVRを活用する大

学研究者によって構成されるWorld16のプロ

ジェクトの概要を紹介。毎年開催されてきた

サマー・ワークショップと本シンポジウムのこ

れまでの歩みを振り返り、続いて、World16

の各メンバーが、直近で取り組んできた研究

成果を発表しました。

トップバッターは福田知弘氏（大阪大学）

の「AIによる自動3次元化の可能性」で、1枚

の画像から深度情報を自動生成できるように

学習したAIを利用して、将来的なVR建築・

都市の3Dデータ自動生成の可能性を紹介。

ニューラルネットワーク利用した3次元モデル

の復元や、ディフィジョンモデルを使用したデ

ザインコンセプトの作成に触れつつ、生成モ

デルによる自動作成の技術が、メタバースの

より容易な構築や、位置合わせのための3次

元仮想環境モデル作成に活用できる可能性

について触れました。

続いて、レベッカ・バイタル氏（イスラエル・

シェンカー芸術大学）は、「VR空間配光シミュ

レーションツール開発」として、照明機器で

利用されるIESファイル（配光データ）をVR空

間に読み込み、道路面や建物がどのように

証明を請けるかを、科学的データとして出力

できるツールを紹介。照明度の数値化により

IESファイルを作成してUC-win/Roadに連携

させ、その度合いを色分けすることで、スポッ

ト毎の状況がわかるようになったことを説明

しました。

マーク・アウエル・シュナベル氏（ニュージー
ランド・ビクトリア大学 ウェリントン校 建築学
部）とトーマス・タッカー氏（バージニア工科

大学）は、VRコンテンツをNFTマーケットで

提供するためのツール開発について発表。

フォーラムエイトが公式パートナーを務める

WRC用ラリーカーのためのデザイン作成テ

ンプレートを作成し、誰でも簡単に自分のデ

ザインした3DモデルをNFTのマーケットに

提供できるようなシステムを提案しました。

WRCラリーカーの3Dモデリングを行い、部

品のテクスチャやカラーリングの変更を変数

で設定。これを実際にNFTとして作成し、ダ

ウンロードしてメタバースでの使用や3Dプ

リンタでの出力、モデルをゲームエンジンに

出力してアニメーション化するなどの取り組

みを紹介し、また、WebVRプラットフォーム

F8VPSでの将来的なNFTコンテンツ利用対

応についても提案を行いました。

マシュー・スウォーツ氏（ジョージア工科大

学 航空宇宙交通研究部）は、熟練した技術

を必要とする大型トレーラーの運転学習およ

び、シミュレーションを行えるシステムとデバ

イスの開発について発表。理想的な走行を

検出して、ハンドル、アクセル、ブレーキ、速

度などをフィードバック・数値化する運転評価

シミュレーションシステムについて、UC-win/

DAY 2

大阪大学大学院　工学研究科　福田 知弘 氏

ビクトリア大学　Marc Aurel Sclnabel 氏
バージニア工科大学　Thomas Tucker 氏

アリゾナ州立大学　小林 佳弘 氏
シェンカー芸術大学　Rebeka Vital氏

ジョージア工科大学　Matthew Swarts 氏
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ピサ大学　Paolo Fiamma 氏

カリフォルニア大学　Marcos Novak 氏

マイアミ大学　Ruth Ron 氏

RoadのAPIでログ情報から数値化し点数を

表示できることを説明しました。

コスタス・テルジディス氏（同斎大学 設計

同意学院）は、「AI For Kids」と題して発表。

同斎大学で子供にAIを教えるクラスを担当し

た経験をもとに、AIの利用により、運転してい

る画像をリアルタイムに画像変換できるよう

な子供向けの開発ツールの作成について紹

介。後部座席の子供が自分の作ったクリエイ

ティブな仮想空間を移動しているようなツー

ルの提案を行い、このように新しいテクノロ

ジーを使って自分の想像の世界を作りその中

で歩き回ることが、仮想の幸せを得ることで

あり、人 を々幸せにできることを述べました。

サスティナブルスマートシティ、CO2削

減のための総合的なデザインアプローチを

研究し、ピサ市と連携したプロジェクトを進

めているパオロ・フィアマ氏（ピサ大学）は、

フォーラムエイトのBIM/CIMツール（UC-

1）、設計データや施工プロセスの検証とし

て利用するVRツール（UC-win/Road）、

3Dのデータ作成をするためのCGツール

（Shade3D）の連携について発表しました。

欧州における新しいモビリティ像として自転

車利用を進める活動があることについて、自

転車用道路を作りどのように活用するかを、

デザインで可視化し現状把握することの必

要性を説明。現状の道路の脇に自転車専用

道路を作った場合のシミュレーションを実施

した結果、自転車道の作成がCO2削減につ

ながらないことや、バランスを取る必要があ

ることが判明しています。

楢原太郎氏（ニュージャージー工科大学）

は、「F8VPSを用いた複数参加型デザイン

ツールの開発」について発表。クラウド環境に

おいて複数の参加者が同時にVRデータを編

集できるようシステムを実装すると同時に、

ターン制モジュール配置システムや、リアル

タイム群集シミュレーションへの利用を検討

しています。

マルコス・ノヴァック氏（カリフォルニア大学 

サンタバーバラ校）は、OSC（オープン・サウ

ンド・コントロール）を利用し、クラウド上のVR

空間を様 な々外部ツールやデバイスで自由に

コントロールできる環境の構築について発表

した。気持ちの状態を機械が検出してリアク

ションすること、UC-win/Roadにソフトを連携

させ、スマートフォンから日照コントロールな

どが可能であることを説明。現在、ソフトはAI

へとシフトしており、車が自律走行になれば

窓がディスプレイになり、ユーザーの心理状

態を受け取ってその状態を表したグラフィッ

クが表示されるようになる可能性などについ

て述べた。

ルース・ロン氏（マイアミ大学）は、マングローブ

を利用した水上都市構想を、VRツールを利用し

て評価・検証するプロジェクト「マングローブ型招

待都市デザイン」について発表。F8VPSを利用し

た建築・都市計画のデザイン教育の可能性を示

しました。

同済大学設計創意学院　Kostas Terzidis 氏 ニュージャージー工科大学　楢原 太郎 氏
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「第10回 学生クラウドプログラミング

ワールドカップ（CPWC）」は、Day2の午前

中に公開最終審査を実施し、午後にパックン

ことパトリック・ハーラン氏をプレゼンター

として受賞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国際コン

ペ。4月から6月にかけてアジアを中心とす

る国内外から多数のチームがエントリーし、

7月12日の予選選考会で全審査員がフォー

ラムエイト東京本社に集まって協議を行っ

た結果、24チームが予選通過となりました。

10月に提出された作品の中から審査により

8作品をノミネート。11月17日の最終審査で

行われた各チームのプレゼンテーションに

基づいて、審査員の福田知弘氏（審査委員

長／大阪大学大学院工学研究科准教授）、

佐藤誠氏（東京工業大学名誉教授）、楢原

太郎氏（ニュージャージー工科大学建築デ

ザイン学部准教授）、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）による公開最終審査が実施されま

した。

今回のグランプリはKAAD（国民大学

校：韓国）による「TAP(Traffic Accident 

Prediction)」が受賞。事故防止やドライバー

の安全運転を支援するための異常検知モデ

ルを構築することを目的とした作品で、UC-

win/Roadからオブジェクトの位置、オプ

ティカルフローを抽出し、PyTorch環境下で

異常検知モデルに入力するものです。教師な

し学習により正常なデータを用いて異常検

知モデルを学習させ、異常スコアを導出。ア

イトラッカーでドライバーの視線位置を確認

し、必要に応じて警告を送ります。「実装に

ついても素晴らしく、視線計測システムとつ

なげたという点も今年の「人を繋げる」とい

うテーマにマッチし、技術的レベルは目を見

張るものがあった」（審査委員長 福田氏）。

審査員特別賞（福田氏選考）はSOS-

Team（上海大学：中国）の「EXTREMELY 

FAST RESCUE」が、審査員特別賞（佐

藤氏選考）はMT Girls（椙山女学園大学：

日本）の「Mobility-Support Robot for 

Relaxation」が、審査員特別賞（楢原氏選

考）はTimer（北京航空航天大学：中国）

の「Research on pedestrian crossing 

and vehicle behavior decision under 

automatic driving environment」が、審査

員特別賞（ヨアン氏選考）はNijigaku（ヴィ

ン大学：ベトナム）の「Nijigaku Traf fic 

Radio」がそれぞれ受賞しています。

機械学習のアルゴリズムなど先端的なテクノロジーを用いた
ハイレベルなプロジェクト

第10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

P.7～9の「アカデミーユーザ紹介」に今回

のグランプリとなった国民大学校を掲載し

ています。

VR空間内においてカヌーでパドリングを行

いながらマングローブの生態系について説

明したり、また、マイアミが冠水した想定で

マングローブの木の活用やマングローブから

インスピレーションした都市の再構築を検

討し、それを詳細にモデリングしてF8VPS

で組み立てました。

アマル・ベナージ氏（オランダ・ハンゼ応

用科学大学）は、複数の参加者が同時にい

ろいろな側面から検討するような環境デザ

イン分野において、WebVRプラットフォー

ムF8VPSの利用方法を提案。参加型のオ

ペレーションを行う場合に、F8VPSを活用

してそのプロセスをデジタル化することで、

VR上で意見交換をしながら相互にモデル

修正が可能となり、別の拠点から入ってき

た人達も協力できることを説明しました。

World16各メンバーによる発表後、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、各プロジェクト

をどのようにフォーラムエイトの製品開発に

繋げていくか、具体的な見通しと今後の展

望について説明。最後に、小林佳弘氏によ

る総括を経て、国際VRシンポジウムは閉幕

しました。
ハンゼ応用科学大学　Amar Bennadji 氏

デザインフェスティバル2022レポート
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World Cup Award

Environmental Design and IT Award 福田 知弘 氏

事故防止やドライバーの安全運転を支援するための異常
検知モデルを構築することを目的としています。UC-win/
Roadからオブジェクトの位置、オプティカルフローを抽出
します。次に、その特徴をPyTorch環境下で異常検知モデ
ルに入力します。教師なし学習により、正常なデータを用い
て異常検知モデルを学習させる。異常検出モデルから異常
スコアを導出する。最後に、アイトラッカーを使用してドラ
イバーの視線位置を確認し、ドライバーが異常オブジェクト
に対して不注意である場合、ドライバーに警告を送ります。
さらに、居眠り運転があった場合には、警告を発します。

警察、救急隊員、消防隊員の対応と救助のスピードは、人々の命と健康を守るために非常に重要です。本作品ではス
ピードレスキューをテーマとし、ブレイクアウトゲーム形式で設定しました。UC-win/Roadソフトウェアを使って、街中
に分布する警察署、病院、消防署等をシミュレートしました。プレイヤーは警告画面の緊急電話番号に従って適切な
人物を選択し、キーボードで位置を移動して救助場所に向かい、到着時間と最適な経路によって決勝大会のスコアと
して採点されます。

「TAP(Traffi c Accident Prediction)」
国民大学校（韓国）　チーム名：KAAD

「EXTREMELY FAST RESCUE」
上海大学（中国）　チーム名：SOS-Team

審査員特別賞

グランプリ

Best Optimization Award 佐藤 誠 氏

Creative Solution Award 楢原 太郎 氏

Traffi c Safety Innovation Award　ペンクレアシュ・ヨアン

Nomination Award

リラクゼーションを支援するモビリティーサポートロボットを開発しました。ロボットはかわいい声と動きで、ドライ
バーにリラックスしてもらえるようアドバイスします。ロボットは2種類のデータを監視しています。「ドライバーの操
作データ（ステアリング、スロットル、ブレーキ）」と「ドライバーの生体データ（EMG）」です。EMGは緊張度を測定
するための生体データです。EMGの標準偏差が閾値より大きい場合、そのドライバーは緊張していると判断します。
これらのデータをもとに、適切なロボットの音声を選択します。例えば、ドライバーが緊張していると「緊張しすぎで
す。リラックスして運転しましょう！」という音声でアドバイスします。

歩行者シミュレータをベースに、タイムプレッシャー等、歩行者の横断特性に影響を与える様々な要因を調べるため
に3つの要因に関する実験を計画しました。UC-win/Road Ver.15.1を用いて実験シナリオを設定し、実験データを取
得しました。処理された実験データを解析し、ゲームマトリックスによる歩行者判断モデルを開発しました。車両判断
モデルは、歩行者モデルの出力と単純な運動学モデルを組み合わせて車両の報酬モデルを構築し、アルゴリズムの
連続的な反復によって最終的な結果を得るようにしています。

研究の成果は、検知システムをシミュレートするUC-win/Roadプラグインと、他のドライバーからの警報システムへ
の参加をシミュレートするモバイルアプリケーションです。UC-win/Roadプラグインは、シナリオを使用して事故を
シミュレートした後、クラウド警報サーバーに通知します。サーバーは、近くのドライバーに音声通知やAndroidのプッ
シュ通知サービスで通知をブロードキャストし、ドライバーに状況を伝え、被害者への支援等適切な判断を促します。
また、近くの警察や救急車にも通知されます。

「Mobility-Support Robot for Relaxation」
椙山女学園大学 （日本）　チーム名：MT Girls

「Research on pedestrian crossing and vehicle behavior decision under 
automatic driving environment」
北京航空航天大学（中国）　チーム名：Timer

「Nijigaku Traffi c Radio」
ヴィン大学（ベトナム）　チーム名：Nijigaku

「Construction of a simulation to experience slip accidents」
公立諏訪東京理科大学（日本）　チーム名：Safe and Secure

「Reserved Trip Simulation Using VR Technology」
北京土木建築大学（中国）　チーム名：LGBM

ノミネート賞

「Research on collision generation and dissipation 
mechanism based on naturalistic driving data」
武漢工科大学（中国）　チーム名：Pioneers

Research on pedestrian crossing and vehicle behavior 
decision under automated driving environment

The current research on behavior decision-making of autonomous vehicles for
human vehicle interaction can predict pedestrian crossing intention/behavior.
However, for the scenarios such as pedestrians waiting to cross the street , the
previous motion state information of pedestrians cannot be obtained based on
environmental feedback.
It is worth discussing how to infer the pedestrian’s intention to cross the street while
waiting at the edge of the lane and ensure that the autonomous vehicle makes
reasonable behavior decisions.

Research Background

Future Work
Pedestrian intent projections:

There may be significant uncertainty for pedestrians and forecasts should consider the worst case
scenario, using the Responsibility-Sensitive Safety (RSS) Model.

Action, state trans
Time-varying state transfer probabilities of the state transfer
matrix, choosing Semi-MDP.

r

Rward:
Exploring return weights using Active Preference-based
Reward Learning (APrel) for weight optimization.
The design of Reward Function considers causality and
constructs causal structural equations to design the
reward function.

Subjects' experiments
The pedestrian crossing simulation test
Based on the pedestrian simulator, with 54 person times, and 1944 valid

experimental data were obtained.

AlgorithmNon-parametric tests

Model prediction result

Vehicle gap Pedestrian crossing intention 

Correlation analysis

Initial pedestrian and vehicle distance =20m
Vehicle speed =40km/h

Initial pedestrian and vehicle distance =30m
Vehicle speed =40km/h

Initial pedestrian and vehicle distance =40m
Vehicle speed =40km/h

Awards Encouragement Modeling

デザインフェスティバル2022 レポート
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第12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12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

き公開最終審査と表彰式をそれぞれ実施。

先進の建築・土木デザインをクラウドで競う

VDWCは、「人間とスマート・モビリティが共

生する都市 ―西シドニー 空港ターミナル隣

接地区」を課題として、CPWCと同様にエン

トリー（31チーム）、予選選考会、ノミネート

審査を経て、7作品がノミネート。Day2のプレ

ゼンテーションを経て、審査委員長の池田靖

史氏（東京大学 特任教授 建築情報学研究

室）、審査員のコスタス・テルジディス氏（同

済大学設計創意学院教授）、C・デイビッド・

ツェン氏（台湾国立陽明交通大学 教授）、長倉

威彦氏（マサチューセッツ工科大学 准教授）の

4氏による公開最終審査が行われました。

グランプリのワールドカップ賞を受賞した

のは、Team DaVinci（慶応義塾大学：日本）

の「String」で、西シドニー空港において、従

来のターミナルビルの機能とは異なるインテ

リジェント交通システムの設計を行うもので

す。乗客がスマートフォンを通じて要求する

と、交通・歩行者行動分析システムが移動状

況を予測し、乗客に多様な移動の選択肢を

提供します。「空港は人が集まる所だが、集

まる必要がなくなるという背景がすばらしい。

輸送というものが今後どう変わっていくのか、

人間の行動がどう変わっていくのかという点

が大きな決めてになった」（池田氏）。

優秀賞は、Cloudy（国立高雄大学：台湾）の

「Laputa」。Metaverseの概念に基づいたイ

ンテリジェントな交通統合システムとして、人

間とスマートモビリティの共存を目指す作品

でした。

審査員特別賞（池田氏選考）はGo Waka

（ヴィクトリア大学ウェリントン：ニュージーラ

ンド）の「HaloO City」が、審査員特別賞（テ

ルジディス氏選考）はNTEAM AURORA（フ

モウビ工科大学：ミャンマー）の「HEXAGON 

AEROTROPOLIS CITY」が、審査員特別

賞（ツェン氏選考）はTeam CST（日本大学）の

「AMT -AIR MOBILITY TERMINAL-」が、審査

員特別賞（長倉氏選考）はUnicorns on Top（ベ

トナム国家大学ハノイ校工科大学）の「Ethereal 

Happiness」が、それぞれ受賞しました。

若いZ世代／X世代がUC-win/Roadを活用し高いクオリティの作品を提示

DAY 2

World Cup Award

Excellent Award

「String」     慶応義塾大学（日本）チーム名：Team DaVinci

「Laputa」
国立高雄大学（台湾）チーム名：Cloudy

優秀賞

グランプリ

西シドニー空港において、従来のターミナルビルの機能とは異なる、より明確な移
動のソリューションを提供するインテリジェント交通システムの設計を行うもので
す。コンセプトの要点は、乗客がスマートフォンを通じて自らの要求を位置づける
と、交通・歩行者行動分析システムが移動状況を分析・予測し、乗客に多様な移動
の選択肢を提供することにあります。磁気浮上式球形低速自動輸送機「Pearl-S」
と、西シドニー空港全体をカバーする高速搬送システム「String」を組み合わせる
ことで、税関検査、セキュリティ検査、待ち時間、搭乗などに関して、お客様一人ひ
とりのニーズに合わせた対応が可能になります。

LAPUTAは、Metaverseの概念に基づいたインテリジェントな交通統合システム
です。情報処理、天然資源、再生可能エネルギーを統合し、持続可能で分散型の交
通ネットワークを実現します。西シドニー空港での移動性を考慮した車両ユニット
''Chubby''は、組立ユニットを使用して屋外での大量輸送車として、または屋内用の小
型自律走行車として使用することが可能です。このシステムは、住民や訪問者に最高
のモバイル体験を提供します。LAPUTAの最終目標は、人間とスマートモビリティが
共存し、安全でスムーズ、シームレスな共有ができて、環境的にも持続可能なインテリ
ジェントモバイルシティを実現することです。

デザインフェスティバル2022レポート
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Cyber - Physical Architecture Award 池田 靖史 氏

MetaWorld Award Kostas Terzidis 氏

Future Vision Award C David Tseng 氏

「HaloO City」
ヴィクトリア大学ウェリントン（ニュージーランド）　チーム名：Go Waka

「HEXAGON AEROTROPOLIS CITY」
フモウビ工科大学（ミャンマー）　チーム名：TEAM AURORA

審査員特別賞

西シドニー空港の周辺にHaloOと呼ばれる2つの巨大な円形交通システムを作り、乗客と従業員を短時間でエアロトロ
ポリス地区全体に分散させることを目指しています。特殊形状の輸送路は、巨大なHaloO円管が中央駅で接するよう
に交差しているため、内環状車両から外環状高速鉄道に素早く乗り換えることができ、従来の直線路よりも輸送効率
を大幅に向上させることができます。また、HaloOの街は低炭素コミュニティとして設計されており、よりクリーンな風
力・太陽光エネルギーで建物を駆動することで、ここに住む人々は豊かな植物と新鮮な空気の中で、よりリラックスし
た緑のある暮らしを楽しむことができるのです。

自然界に存在する六角形のパターンをモチーフにしたエアロトロポリスです。車道や屋上に失われた農地を再生する
ことで、都市全体がより緑豊かなものとなり、身体的・精神的な健康が増進されます。一年を通して太陽光を取り込
むためにソーラー発電の解析を行っています。建物全体はモジュラーデザインで構築されており、迅速かつ柔軟で、
廃棄物も少なくなります。携帯電話で生体認証データを登録した人のもとに、ドローンが自動的に到着し、空港内の
すべての動きを追跡することができるセキュリティシステムが、安全で時間通りの移動をサポートします。

Day2の最後は、「第8回 ジュニア・ソフ

トウェア・セミナー」の表彰式が開催されま

した。これは、小・中学生を対象として冬休

み・春休み・夏休みに実施されている「ジュ

ニア・ソフトウェア・セミナー」の参加者が作

成したVR作品を紹介・表彰するものです。

2022年はゴールドプライズ6作品、シルバー

プライズ12作品、ブロンズプライズ11作品が

決定。パックンと多田カルディダ氏の2人に

よる軽快な司会進行で、会場参加者とオン

ライン参加者をつないでの作品紹介と表彰・

インタビューが実施されました。走行する

巨大なイカの群れに遭遇しながら海上を走

る長いジェットコースターや、水没都市の世

界に敷かれた鉄道、春・夏・秋・冬が混ざり

合った世界など、こどもたちの大胆でユニー

クな発想がUC-win/Roadの機能により思う

存分に表現された力作が揃っています。

こどもたちならではのアイデアをUC-win/Roadならではの機能で大胆に表現

第8回 ジュニア・ソフトウェア・セミナー 表彰式 DAY 2
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Air mobility glides and takes off. Vertical take-off is unstable and takes a long time per 

vehicle, so it cannot carry many people. By gliding and applying wind to the wings to 

generate lift, the take-off time per vehicle is reduced and the take-off weight is 

increased, making it possible to carry more people more efficiently.

Headwinds are also very important when gliding and taking off.

Vertical take-off is unstable and takes a long time per 

people. By gliding and applying wind to the wings to 

generate lift, the take-off time per vehicle is reduced and the take-off weight is

increased, making it possible to carry more people more efficiently.

Headwinds are also very important when gliding and 

Air mobility glides and takes off. Vertical take-off is unstable and takes a long time per 

vehicle, so it cannot carry many people. By gliding and applying wind to the wings to 

generate lift, the take-off time per vehicle is reduced and the take-off weight is 

increased, making it possible to carry more people more efficiently.

Headwinds are also very important when gliding and taking off.

■ Takeoff method
off. Voff. V

vehicle, so it cannot carry many pvehicle, so it cannot carry many p

generate lift the take off time pegenerate lift the take off time pe

Air mobility glides and takes oAir mobility glides and takes o
■ Takeo■ Takeoff method

■Air transportation (air mobility)

A I R  M O B I L I T Y  T E R M IA I R  M O B I L I T Y  T E R M I

■Air transportation (air mobility)

ConceptConcept

■ Cooperation with Sydney■ Cooperation with Sydney
■ Takeoff and landing flow■ Takeoff and landing flow

■ Fusion of runway and architecture (utilizing updraft by server)aft by server)aft by server)■ Fusion of runway and architecture (utilizing updraft by server)

I n  2 0 5 6 ,  W e s t e r n  S y d n e y  A i r p o r t  i s  e x p e c t e d  t o  a t t r a c t  8 0  m i l l i o n  p a s s e n g e r s ,  

e m p l o y  2 0 0 , 0 0 0  p e o p l e  a n d  a t t r a c t  4 0 0 , 0 0 0  r e s i d e n t s  t o  a n d  a r o u n d  t h e  

a i r p o r t .  T h e  2 0 5 6  p l a n  c a l l s  f o r  7 %  f o r  a c t i v e  t r a n s p o r t ,  4 3 %  f o r  p u b l i c  

t r a n s p o r t  a n d  5 0 %  f o r  p r i v a t e  c a r s .  T h i s  d e f i n i t e l y  c a u s e s  t r a f f i c  j a m s .

T h e  p r o p o s e d  A T M  ( A i r  M o b i l i t y  T e r m i n a l )  w i l l  b e  a b l e  t o  c a r r y  a b o u t  3 0 0 , 0 0 0  

p e o p l e  a  d a y  f r o m  t h e  a i r .  I t  a c c o u n t s  f o r  a b o u t  6 0 %  o f  a n n u a l  a i r p o r t  

p a s s e n g e r s . % 4 3 % 7 %

■Air transportation (air mobility)■■■Air transportation air mobility■Air transportation (air mobility)■Air transportation (air mobility)■Air transportation (air mobility)■Air transportation (air mobility)■Air transportation (air mobility)■Air transportation (air mobility)
i l l i o n  p a s s e n g e r s , mI n  2 0 5 6 ,  W e s t e r n  S y d n e y  A i r p o r t  i s  e x p e c t e d  t o  a t t r a c t  8 0

d  a r o u n d  t h e  a n de m p l o y  2 0 0 , 0 0 0  p e o p l e  a n d  a t t r a c t  4 0 0 , 0 0 0  r e s i d e n t s  t o  a

f o r  p u b l i c  3 %  a i r p o r t .  T h e  2 0 5 6  p l a n  c a l l s  f o r  7 %  f o r  a c t i v e  t r a n s p o r t ,  4 3

a f f i c  j a m s .t r at r a n s p o r t  a n d  5 0 %  f o r  p r i v a t e  c a r s .  T h i s  d e f i n i t e l y  c a u s e s  

r r y  a b o u t  3 0 0 , 0 0 0  T h e  p r o p o s e d  A T M  ( A i r  M o b i l i t y  T e r m i n a l )  w i l l  b e  a b l e  t o  c a

e o l e  a  d a  f r o m  t h e  a i r .  I t  a c c o u n t s  f o r  a b o u t  6 0 %  o f  a n n u a l  a i r p o r t

I n  2 0 5 6 ,  W e s t e r n  S y d n e y  A i r p o r t  i s  e x p e c t e d  t o  a t t r a c t  8 0  m i l l i o n  p a s s e n g e r s ,  

e m p l o y  2 0 0 , 0 0 0  p e o p l e  a n d  a t t r a c t  4 0 0 , 0 0 0  r e s i d e n t s  t o  a n d  a r o u n d  t h e  

a i r p o r t .  T h e  2 0 5 6  p l a n  c a l l s  f o r  7 %  f o r  a c t i v e  t r a n s p o r t ,  4 3 %  f o r  p u b l i c  

t r a n s p o r t  a n d  5 0 %  f o r  p r i v a t e  c a r s .  T h i s  d e f i n i t e l y  c a u s e s  t r a f f i c  j a m s .

T h e  p r o p o s e d  A T M  ( A i r  M o b i l i t y  T e r m i n a l )  w i l l  b e  a b l e  t o  c a r r y  a b o u t  3 0 0 , 0 0 0  

p e o p l e  a  d a y  f r o m  t h e  a i r .  I t  a c c o u n t s  f o r  a b o u t  6 0 %  o f  a n n u a l  a i r p o r t  

p a s s e n g e r s .

In 2050, Western Sydney Airport is expected to attract 80 million tourists and 200,000 

jobs. This number cannot be accommodated by conventional land transportation. To 

solve this problem, it is imperative to revolutionize air transportation. This is a proposal 

for an air mobility terminal that will serve as a gateway for air traffic not only in Sydney 

but around the world.
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A i r  M o b i l i t y  is controlled by a quantum computer. The 

quantum computer server room is on the ground, and 

the roof of the server room is a runway. The air entering 

the server room is warmed by the computer, creating an 

updraft due to the chimney effect. The angle of the 

horizontal louvers installed at the opening of the roof 

adjusts the updraft in real time, creating a headwind 

that makes it easier for air mobility to take off. Sensors 

installed in the server room can observe and analyze 

wind volume and wind direction. Air circulates quickly in 

the server room to prevent thermal runaway.
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Government plans are focused on connectivity with cities such as Sydney. High density Sydney 

makes it difficult to build a small airport like Air Mobility. So we focused on the geographic 

features around Sydney. Access can be made more efficient by using the many lakes and 

rivers around Sydney as airstrips. This allows you to connect even in dense cities. Vertical 

landing is also possible in cities with parking lots and rooftops.
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Air mobility runways run parallel to large airliner runways. 

This is because the lines of flow do not intersect with large 

airliners. The eight air mobility runways are parallel and all 

take off in the same direction to improve air mobility 

circulation. The takeoff direction can be reversed for 

each season when the wind direction changes.

ronerone Takeoff and landing flowTakeoff and landing flowTakeoff and landing flow■■■■■ ff flT k ff d l di flT k ff d l di fl■■■■
obility runways run parallel to large airliner runways. mAir mA

s because the lines of flow do not intersect with large his ishi iThTh

ers. The eight air mobility runways are parallel and all airlin

take off in the same direction to improve air mobility take

circulation. The takeoff direction can be reversed for 

each season when the wind direction changes.

Air mobility runways run parallel to large airliner runways. 

This is because the lines of flow do not intersect with large 

airliners. The eight air mobility runways are parallel and all 

take off in the same direction to improve air mobility 

circulation. The takeoff direction can be reversed for 

each season when the wind direction changes.
fully automatic amphibious
(Move to the commercial area 

while on board)

ureure

rivers aivers arivers arivers a

andinganding

rrrr

ll
fully automatic ampfully automa phibiousphibious
(Move to the commeercial area 
y py p

while on boarrd)

fully automatic amphibious
(Move to the commercial area 

while on board)

Hybrid of vertical landing and 
gliding

featufeatuff

Hybrid of 
ngglidin
al landierticaveHybrid of nng an

lidi
Hybrid of vertical landing and 

gliding

Cross section of data center and runwayCross section of data center and runwayCross section of data center and runway

Planned site
(Western Sydney Airpor)

th th
nment plans are focused on conment plans are focused on co

it difficult to build a small airpoit difficult to build a small airpo

ernern

es es

GoveGove

makemake

nd nd nd Cooperation wiCooperation wi
t l f dt l f d

C■■■■■ ■
GG

Planned site
Western Sydney Airpor)(W

Planned site
(Western Sydney Airpor)

S E R V E RS E R V E RS E R V E R

A wind analysis was performed with designbilder on a 

model created with a parametric design software 

(Grasshopper).

You can derive the optimum horizontal louver angle 

throughout the year.
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Growing around the park, the cherry bloss
-om forest, a springtime feature, is one of the
bright spots that give this place color and charm.

Every person in the city will be
scanned for facial data and personal

Fair amount of cameras will be equipped.
This system was controlled by AI technology and
has thermal sensors to supervise visitors' health

status.

premises.To bring a new, eco-friendly way of
transportation to visitors, a water conduit
system has been built enclosing the whole
plan area.

The conduit system use water pressure as
the main dynamic to control the water speed. In
high speed zone, water are supplied through pumps

This water, then, was
reused for the pump
system, fire suppression
or recycling.

Especially, we use a hot air balloon as
a dining destination where guests can enjoy
a meal and an amazing view of whole autumn parks

Homestay

Lying in the middle of the tulip garden, each homestay are
built separately. This design will create a peaceful and

comfortable feeling for visitors the moment
they enter

Drones: The drones work as security guards,
handlers, who deliver baggage and ship

stuffs for customers.

Smart Mobile Hospital: This is a
needed method to quickly

cope with unexpeted
incidents.

Taking inspiration from
the maple leaf - Canada's flag,
Autumn park will give visitors with
the most authentic sense of fall through
many unwind services and breathtaking views.

Dining Zone

make their own wine by using fresh fruits

Wine Cellar

The outdoor race is built along the snowflake petals. Along with the racetrack, pit stops and takeaway shops are also placed. Tourists, who take

Ice Race

Housing

part in this recreational service, will get the opportunity to behold the whole view of the winter park.

Summer park consists of three swimming
pools built in the shape of three
consecutive leaves.

Transportation Technology

W
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There are numerous flower gardens for visitors to visit and
relish the beauty and unique scent of spring. Various

services are also built among the flower gardens
to increase the convenience of the place.
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Ethereal Happiness

The theme park is constructed
to create an eco-friendly, stress-relieving location

for travelers who are fed up with waiting for airport check-in
and delay incidents. Our target customers are not only people from the

airport but also from surrounding areas to visit. Serving as a tourist
attraction.

PURPOSES:

DESIGN CONCEPT:
Our plan is divided into 4 zones, each zone has its unique features of 4
seasons. Ensuring absolute security, the theme park is linked directly

to the airport lounge and this will allow visitors to commuted back
and forth between the airport lounge and the plan area.
The project also focus on soundproofing methods, like:

using sound insulation construction materials
or creating tree ring surrounding

the area.

SUMMER
PARK

Besides, customers can also take time to visit our orchards -

Flowergardens

Organic Farms

Main Layout

Sakura Forests

Spring park is awash in fragrance and color
with 6 hexagonal zones designed to be

the campsites and farms. These
zones are organized in order

to form the 6 petals
shape.

Main Layout

From the main layout, each pool offers a distinct form of entertainment services: extreme
games, children's area... Especially, a large stage is held at the central pool, to
perform exciting activities to show tourists the true heat of the summer.

Swimming Pool

Typical Services

Multiple options of services and accommodations

Dome
Aquarium

The leaf border is an underground
aquarium with a dome-shaped design. It

gives guests the impression that they are ex-
ploring new creatures underwater as they enter.
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Main Layout

The overall plan is inspired
by the snowflake. In the middle

of the park also include indoor ice
ring, which is equipped Metaverse Tech

in order to bring visitors unheard of experiences.

Main Layout

Commercial Street

As for the accommodation services, we provide
hotels that simulate the Japanese classical
design. By this design, we want to
create an ancient vibe besides
modern facilities.

for visitors to enjoy.

This place is cre
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Robots: All staffs, from assistants to managers, are
robots. This will make service process become more

hygiene, minimize the thread
of spreading disease.

An eventful, recreation location with an
artificial beach

laying
right

are also provided: bars, restaurants, and sunbathingawesome places to pluck fruits and taste them right on the

Beside indoors and outdoors entertaining services, the park

simply take time to enjoy the gorgeousness of Winter.

also creates places for people to go shopping, dining or just

Water Conduit
Transport System

Special mean of Transport

To travel on water conduit system, a special vehicle was
designed. Using solar energy, however, most of the
energy is used not to run the vehicle but only to

navigate. It is also equipped with AI assistants,
which provides information, pre-register
services, or analyze map, select proper
routes and destinations.
Besides we also placed Kangaroo
robots to make the travelling
process more exciting.

Non-touch AI

data to ensure security in the city.

Touchless check-in, check-out and payment system.
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Metaverse in Entertainment

In our plan, just by wearing a VR glasses,
people can attend memorable live stages with virtual idols

.

Smart Management System

The 12th Virtual Design World Cup

Used Products: UC/Win-Road; Shade3D

your body
as

soon
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step into this winter wonderland.

was attached throughout
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Built in the middle of forest, the coffee
shops orientate introverts to enjoy café
while immersing themselves in nature.

Lying right next to the coffee area,
the pink lakes simulate Hiller lake

which is one signature of Australia.

Aside from the maple leaf, local products like: apples, grapes,

bluebery are planted enclosing wine cellars. Tourist can

Main Layout

「AMT -AIR MOBILITY TERMINAL-」
日本大学（日本）　チーム名：Team CST

2056年の西シドニー空港の交通渋滞を解消するためのエアモビリティターミナルを提案した作品。滑走路と建築を
融合させたこのターミナルは、ドラフト効果やサーバー上での移送により、人やモノを効率的に世界中へ運ぶことが
できます。

Defi ance award 長倉 威彦 氏

「Ethereal Happiness」
ベトナム国家大学ハノイ校工科大学（ベトナム）　チーム名：Unicorns on Top

Ethereal Happinessは、空港でのチェックイン待ちや遅延にうんざりしている旅行者のための、環境に優しく、スト
レスを軽減する場所です。4つのゾーンに分かれ、それぞれのゾーンに四季折々の特色があります。移動は導水路シス
テムによって行われ、すべての車両は水圧を主動力とする特殊な移動手段に置き換えられています。また、防音方法
にも工夫を凝らし、完全にプライベートな安らぎの感覚をゲストにもたらすことができるようにしています。
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長いジェットコースター 小学1年
とても長いジェットコースターを作りました。海上を縦横無尽に走行します。街路灯
が配置され、無数の光は繊細なレースのようです。イカの群れが並んでいたり、赤
い風船や飛行船が絡んでいたりと、美しく魅惑的な情景が拡がっています。

木と光の街（夏） 小学 5年 
この作品の見どころは作りこまれた細部の世界観です。駅ではたくさんの人が蒸気
機関車を待っており、懐かしさを覚えます。夏の街では、春よりも牛の数がぐっと増
えました。野球場では観客が集まって、練習中の選手を盛大に応援しています！

都市 中学 2年
城郭都市のように周囲を高層ビルの壁で囲まれた都市の出現です。多層構造を構成
し、幾つもの道路がそれぞれのフロアを繋いでいます。フロアを全て行き来できるよ
うに繋いで配置するため、高さはもちろん、縮尺や厚みも計算したそうです。

線路と水没都市　中学1年
昨年の水没都市の世界に、今度は鉄道が敷かれました。山間部から海岸部へ、大き
くカーブを描く長距離線路です。山間部には、トンネルも橋梁も新設され、様々な景
色を楽しめます。

GoldGoldGoldGoldPrizePrizeGoldPrizeGoldPrize

不思議な世界
小学4年

お城の中の都市
小学2年 

昔の町
小学5年 

イルミネーションの街
小学3年

巨人襲来
小学6年 

SilverSilverSilverSilverPrizePrizeSilverPrizeSilverPrize

海上都市
中学1年

戦国
小学 5年

BronzeBronzeBronzePrizePrizeBronzePrizeBronzePrize

おもしろいまち 小学 3年 
どこにいても視界に入る、規格外の大きさを誇る機関車。なんと高さ200m、1車両
の長さは5kmにも及びます。いったい何人の乗客を乗せることが出来るのでしょう
か！？

雪の降る海上テーマパーク　中学 2年
水面に浮かぶ幻想的な街に、一本の大きな雪道が！水と雪という厳しい自然を最大
限に活用し、唯一無二のテーマパークが出来上がりました。夜になると、水上にメ
リーゴーランドがライトアップされ、花火も打ち上げられています。
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11/18  FRI　　　  第8回 最先端表技協・最新テクノロジーアートセッションDAY 3

今回8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」は、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でスタート。また、

プレゼンテーションでは、フォーラムエイト

協賛のデジタル掛け軸プロジェクトである

DKFORUM8ど、新たな「クラウド-AI」をは

じめとする表現技術検定などの活動が紹介

されました。

併せて、第6回となる羽倉賞の表彰式を実

施。今回も数多くの作品応募があり、審査員

の方々により10月に開催された厳正な審査

の結果、羽倉賞、企業賞（フォーラムエイト

DKFORUM賞）、2つの優秀賞、3つの奨励

賞が選出されています。

羽倉賞は、慶應義塾大学理工学部情報工

学科　藤代一成研究室の「アナモルフォーシ

スに基づく個人用裸眼立体視システム」（推

薦：情報処理学会）に決定。特定視点からの

み正しい投影像が得られる古典的な錯視技

法である「アナモルフォーシス」を利用し、2

枚のディスプレイモニタにWebカメラ越しに

見る者の視点を追跡、リアルタイム再計算・

提示することで、手軽に運動視差を誘発する

立体視システムを設計しました。総合的なビ

ジュアルコンピューティングの実現には人間

側の視覚情報を熟慮することが非常に重要

であり、性能向上の著しいCPU、GPUに加え

てHPU(Human Processing Unit)を巧く組

み合わせていくという象徴的な事例となって

います。

フォーラムエイトDKFORUM賞を受賞し

た株式会社ユウプラスの「D-K AMP」（推

薦：最先端表現技術利用推進協会）は、デジ

タル掛け軸をミラーの反射により増幅し、球

体を形成した画像を空間に浮かび上がらせ

る作品。イメージ生成装置として各種イベン

ト等で利用できるプロジェクトとして制作さ

れています。

その他、優秀賞の「超高臨場感通信技術

Kirari!」（NTT株式会社 人間情報研究所／

推薦：超臨場感コミュニケーション産学官

フォーラム）、「音が飛び出すピタゴラスイッ

チ」（NHK放送技術研究所 テレビ方式研究

部／推薦：超臨場感コミュニケーション産学

官フォーラム）など、映像や音の最先端表現

に取り組むユニークな作品が多数発表され

ました。

映像や音の最先端表現に取り組むユニークな作品が多数発表

受賞作品詳細は、P.115-116「表技協活動レポート」に掲載しています。

コンクリート構造の砂利化を巡る多様なアプローチ、3次元非線形解析の活用

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

Day3午後の部前半は、「第16回デザインコ

ンファランス」の皮切りとなる横浜国立大学

都市イノベーション研究院の前川宏一教授に

よる特別講演「RC構造の崩壊過程の数値解

析と環境作用 ―崩壊過程と砂利化、火災高

温履歴―」でスタート。コンクリート構造物の

「砂利化」への対応が今後のインフラ分野で

課題になるとしつつ、砂利化には功罪両面が

あるとも指摘。それをうまくコントロールする

のが「工学」であり、そのためには構造物の3

次元的な状態を正しくベースに持つ必要があ

ると説きます。そこで講演のイントロとして、

近年の3次元非線形解析技術の長足な進歩

に触れた後、1）LNG地下タンクの設計におけ

るRC非線形解析技術の高度利用と、それに

よるコスト低減効果の分析、2）鉄道システム

における異高型断面を含むトンネル区間の、

耐震性能の評価を通じた構造的な弱点の解

明、3）既存の新幹線や駅に近接し地中深く

に建設されるリニア中央新幹線地下駅の設

計施工における解析的検討、4）「ひび割れ直

交方向の変形が最も大きい面が全体の非線

形を支配（active crack）、それ以外は休眠す

る（dormant crack）」ことに対する2000年

と2021年の実験検証の比較を通じた最新技

術のブレークスルー ― など自身がこの1～2

年で注目した3次元非線形解析の様々な設計

への適用事例について解説。これを受けてま

ず、コンクリート構造の崩壊の一つの姿であ

る床版の砂利化・土砂化、そこでの水による

加速と条件による違い、滞留水の床版寿命

への影響とそれに基づく寿命推定アプロー

チ、実際の床版の管理データに基づく数理モ

デルの検証について説明。続いて、せん断伝

達機構の崩壊過程におけるコンクリート強度

とせん断力、拘束力、セメント硬化体、砂利

化との関係へと話を展開。その中で「高い拘

束力がある時には砂利化してしまったコンク

リートの方が強い」ということを評価するた

め3次元で、またコンクリートのモデルと砂・

砂利のモデルがあればそれらを一緒に考え

ることで、崩壊過程を精度よく求めることが

出来るのでは、との観点を提示。さらに、摩

擦面の劣化と砂利の集合への遷移、耐力以

後の軟化と崩壊過程、レンガ積み構造への

拡張と砂利化モデルの検証、断層や破砕帯

と地下構造との相互作用に関する砂利化モ

デルの応用、地下構造の維持管理における可
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Day3午後の部後半は、「第9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。構造解析、地盤、水工および防災分

野を対象とし国土強靭化に資する取り組み

を顕彰するNaRDA。今回は、10月17日まで

に応募された作品の中から10月25日に11作

品をノミネート。さらに11月15日、それらを基

に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氏により構成される最終審

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）に輝い

たのは、株式会社KRAYの「複合構造橋脚を

有する既設跨線橋のレベル2地震時動的非

線形解析 ―昭和初期に建設された橋梁の

最新地震時荷重による耐震検討―」。橋脚

の下部・上部を複合構造として80年前に施

工された4径間連続鋼鈑桁跨線橋の耐震性

能を検証。上部構造および鋼製トラス脚部

を弾性梁要素、下部（RC）構造を非線形梁

要素（M-φ要素）とし、柱基部には塑性ヒン

ジばねを設置しモデル化して照査。橋脚に

一部ラチス構造があるのに加え、構造や材

料のデータがない中、オーソドックスなもの

を分かりやすくコンパクトに表現した（吉川

氏）ことが高い評価に繋がりました。

　準グランプリ（優秀賞）は、株式会社萩

原技研の「橋台新設施工時の温度ひび割れ

に対する事前検討 ―マスコンクリートのひ

び割れ制御指針に基づいた解析事例及び

その対策例―」。単純桁橋の橋台施工にあ

たり、コンクリート打設時に温度応力による

ひび割れの発生を想定。施工計画に対して

JCMAC3でマスコンクリートの温度応力を

解析し、養生期間や打ち込み温度を変更し

たシミュレーションも実施。全体の解析が緻

密で、かつ計算条件を明示するなど、温度ひ

び割れ解析における同ソフトの有効性を示

した（守田氏）と評されました。

審査員特別賞（吉川氏選考）は株式会社

地球技研コンサルタントの「既設配水池の

現況再解析と補強耐震性能照査 ―常時ケー

スNG対策と配水機能維持を両立する補強

案―」が、審査員特別賞（守田氏選考）は若

鈴コンサルタンツ株式会社の「水道管の液

状化解析 ―液状化による地盤変形と管路

への影響検討―」が、審査員特別賞（若井氏

選考）は株式会社エスケイエンジニアリング

の「推進管立坑近接施工影響検討 ―鉄道

軌道に近接して掘削する立坑施工影響解析

―」がそれぞれ受賞。各審査員により各賞が

発表・授与された後、吉川審査委員長が総

括。応募作品のレベルが年々高くなってきて

おり、今回は採点に苦労したうえ僅差での各

賞決定だったと述懐。また今回初めてマス

コンクリートに関する作品があった一方、そ

の対象は広範に及ぶことから、更なる新分

野への取組を歓迎する考えに言及。併せて、

要点をコンパクトに分かりやすく、パラメト

リックに表現することの重要性に触れ、次回

NaRDAに向けてより多くのエンジニアから

の応募に期待を示しました。

最後に、NaRDA表彰式を受けてフォーラ

ムエイトによるプレゼンテーションを実施。

「デジタル田園都市構想を支援するVRCG

ソフトとF8VPS、スイートERP」では、UC-

win /Roadで渋谷のデータを使ったリア

ルタイムシミュレーションのデモにより、

CityGMLのインポートから道路線形/交差点

作成、走行、交通流生成の機能を説明。交

通渋滞の検討、外部システムとの接続でモビ

リティシステムの実験環境としても活用可能

な点を紹介しました。また、デジタル田園都

市国家構想実現へのアプローチとして、7つ

の類型の関連事例を紹介。最新の活用事例

として、宇都宮市Uスマート推進協議会「ス

作品レベルの確実な進展、新分野へのチャレンジも

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

能性、火災を受けたコンクリート構造の残存

性能評価や早期復旧、などを例に実験や解

析の結果を交えて詳説。最後に、統計の世界

（統計データや過去の経験、履歴など）とデ

ジタルの世界（数値科学的方法による寿命や

強度などの評価）それぞれでは見えないこと

も、両者を重ねると見えるものが深まってく

る、との考えを述べました。
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マートシティの実現に向けた取り組み」、ま

えばし暮らしテック推進事業「デジタルツイ

ン あんぜん運転スコアリング」サービスな

どを紹介し、UC-win/Roadの関連機能とし

て、4Dシミュレーション機能、IFCファイル

フォーマット対応、PLATEAUデータ対応等

を説明しました。

開発担当者による「UC-1 Cloud 自動設計

シリーズ／UC-1 BIM/CIMツール 最新機能

とBIM/CIMへの取り組み」では、UC-1シリー

ズの各製品および製品間の連動や、クラウ

ドによる自動設計シリーズのラインナップ・

機能を紹介。さらに、BIM/CIMへの取り組み

として、3D配筋、3Dアノテーション・アトリ

ビューション、IFCファイル出力機能に加え

て、短時間で容易に構造物の３Dモデル生成

が可能な３Dパラメトリックツール、3D統合

モデルが作成可能なUC-1 BIM/CIMツール

について説明しました。また、UC-1シリーズ

の今後の展開として、3DCAD・3D配筋対応

製品、クラウドシリーズのさらなるラインナッ

プ拡充と、維持管理関連製品・設計成果支

援システムの強化が示されました。

「FEM解析ソリューション／構造解析・

地盤解析プログラム 最新情報」では、FEM

解析ソリューションについて、製品の最新

機能および開発状況、解析事例を紹介。水

道施設耐震工法指針解説2022年度版の対

応例を挙げた他、現在開発中のEngineer’

s StudioVer.11の新機能として、平板要素リ

メッシュ機能についてデモを行いました。ま

た、GeoEngineer’s Studioについても、開

発中のVer.3における圧密連成解析への対応

予定（修正カムクレイモデル、関口太田モデ

ル構成則の追加など）を紹介しました。

複合構造橋脚を有する既設跨線橋のレベル2地震時動
的非線形解析
－昭和初期に建設された橋梁の最新地震時荷重による耐震検討－
株式会社KRAY

GRAND PRIX グランプリ

使用プログラム   

昭和初期に建設され、中央の3橋脚は下部をRC構造、上部を7本のラチス柱を
トラスで緊結して一枚板とした鋼製トラス脚を有する複合構造として施工され
た4径間連続鋼鈑桁跨線橋である。建設から80年を経過し、最新の地震時荷
重を考慮した場合の耐震性能検証を目的に、レベル2地震時での動的非線形
解析を行った。上部構造および鋼製トラス脚部を弾性梁要素、下部構造を非
線形梁要素（M-φ要素）とし、柱基部には塑性ヒンジばねを設置してモデル
化した。照査の結果、RC部材でのせん断耐力と鋼製トラス脚部材での曲げ圧
縮応力度で許容値を超過する部材が見られ、今後の補強検討を行う際の基礎
データとして確認された。

発中発中のののののVのVのVVのVのののVのVのののVのVのVのVのVVのVのVのVVVのののVのVのVのVのVのVVのVののののののVのVVVVVのVのののののののののののののVVVVVVVVVVVVVのVのののVのVのVののVのVのVののVのVのVのVのVのVのVのVのVVのVののVVVのののVのVVVVののののVののVのVののののVVVのののののののVのののののののVののののののののの eeeeereererrrrereeeerereerereeerererreereereeeeeeeeerreeeeeeeeeerereerrrreeeeeereeerererererrerereereereeereerrereee 33333333333333333333333333333333333333333333333333.3.33.3.3.3.3.3.3.3.3.3.333におにおにおにおにおおにおにおおにおにににおにおおにににににににおにおおおおににおにににににににににおにおおおにににににににににににおにおにおにおおにおおおにににおにおおおおおおおににににににおおおおおおおおおおおおおおにおにおにおにおにおにおけるけるけるけけるけるけるるるけるけけけるるるけけけけるけるけるるけるけるけるけけるるけるるけるけけるけけるけるるけけけるけけけるけるけけけるけるけけるけけるけるるるるけけけけるけるけるけけるるるるるるるるけけけるけるけるけるけるけるけけけけけけけけ 圧密圧密密圧密圧密密密圧密圧密圧密圧圧圧密密圧圧圧圧圧密圧密圧密圧密圧密圧密圧密圧密圧密圧密圧密圧圧密圧圧密圧密密密密密密圧密圧密密圧密圧密圧密圧密密密圧圧密圧圧密圧密密密圧圧圧密圧密圧圧密圧圧密圧密圧密密圧圧圧圧圧密圧圧密圧圧圧密密密密密圧密圧密圧密圧密連成連成連成連成連成成成連成連成成成連成連成連成連成成連成成成成成成連成連成成成成成連成連成連連成連成連成連連成連連連成連成成連成連成連連成成成連成連成連成連連成成成連成連成連成成成成成連連成連成連成連成成成成成成成連連連連連連連連連連連連連連連連連連連成連成成成成成成連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連成連成成連成連成連連連成連成連成連成成成成成解解解解解解解解解析解析解析析析解解解析析解解解解解解解析解解解析析解析解解析析解解解解解析解解析解析解析析解解解解解解解析解析解解析解解析析析析解析解析解解解解析解析解析析解解析解析解析析析析析析解析解析析析析析析析析析析析析析析析析析析析析析析析析へへへへのへのへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ 対応対応

予定予定（修（（（修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修（（修修修修修修（（修修修修修修（（修修修修（（修修修修修（修修修修修修修修修修修修修修修修修修修（修修修修修修修（修修修修修修（修修修修修修修修修修修修修修修修修修修正カ正カ正正カ正正正正正正正正正正カ正正正正正 ムクムクム レイレイモデモデモデル、ル、ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル 関口関関関関口関関関関口関口関関関関関関関口関口関口口口関関関関関関口関口関関関関関関関関関口関関関関関関関関関口関口口口口関関関関関関関関関関口口関口口関関関口関関関関関関口関口関口口口口口口口関関関関関関関関口口口口口口口関関関関口関口口口口口関口関関関口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口太太太太太太太太田太田太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太 モデモデ

ル構ル構成成成成成成成成成成成成則則則則則則則則則則則則則則則則成成成成成成則則則則則成成則則成成成成成則則則成成成成成成成則成則則則則成則則成成成成成成成成則成成則則成成成則成成成則則成成成成成成成則則則則則成成成則成成成則則成則則則則則則成成成則則成則成 のののののの追の追の追追の追のの追の追追追追追追の追の追の追の追追追追追追追追追追追追追追追追の追追のの追ののの追の追の追追追の追の追の追のののの追ののの追のの追追追追追追追追追追追追追追追の追追追追ののののの追のの追追追追追追追追追のの追追追追追追追追追追追追の追ののののの追追加な加な加な加な加なな加な加な加な加な加な加な加なななな加な加な加ななな加な加加加ななな加な加な加な加な加ななななな加なな加なな加な加加加な加加なな加な加ななな加加加なななななななななななななななな加加加加加加加加加加加加加加加加加加ななな加なな加なななな加加加加加加加加加加な加なな加加加加 ど）ど）ど）ど）ど）どど）ど）ど）ど）ど））どどどど）どど）ど））ど）ど）どど）どど）どど）ど）ど）どどどど）ど）ど）ど）））ど）））））））ど）ど）ど）ど）ど））））どど）どどどどどどど）ど）ど）どど））ど）どど）））ど）どどどどどどどどど））））））））））どどど）どど）どどどどどどどどどどどどどどどど））ど）））ど）どどどどどどどど））どどどどど））））））を紹をを紹を紹を紹紹をを紹をををを紹を紹を紹を紹を紹を紹をを紹を紹を紹をををををを紹を紹を紹を紹を紹を紹紹を紹紹紹を紹を紹を紹紹を紹を紹をを紹を紹をををををををを紹ををををををををを紹をを紹紹紹を紹を紹紹を紹紹ををを紹を紹紹紹を紹紹紹紹紹を紹紹紹ををを紹を紹紹紹紹紹を紹紹紹紹を紹紹紹を紹紹を紹をを紹をを紹を紹をををを紹紹を紹を紹紹を紹紹紹をををををををををををををを紹ををををををを 介介しし介し介しし介介しし介し介介し介し介し介し介し介介介介し介し介し介介介介介介介し介し介し介し介介介介介し介し介介し介し介介介介介介介介介介介介し介し介し介し介しししし介介介介介介介介介介介し介し介介介介介介介介介介介介介ししし介介介し介介介介介介介介介し介し介介介介介し介しし介介介介介しし介しし介介介しままままままましままままましましししししししまままましししまままままましししししまままままままましししまままままましししままままししまままししまままままままましまままままままままままままししししまままましままままままましまままままましまままままましましまししまままままままましままままままましましままましまましまままままままましままままままままましままままししまましまま たたたたたたたた。た。たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた

橋台新設施工時の温度ひび割れに対する事前検討
－マスコンクリートのひび割れ制御指針に基づいた解析事例及びその対策例－
株式会社萩原技研　

EXCELLENT AWARD 準グランプリ 優秀賞

使用プログラム   JCMAC3

単純桁橋の橋台施工時において、橋台の壁厚さが設計より1.95m
のマスコンクリートとなる。そのため、現場コンクリート打設時に温度
応力によるひび割れの発生が予想される。設計段階から施工段階
となった時にひび割れ解析を実施しその対策が必要とされるため、
今回は初期の施工計画に対してマスコンクリートの温度応力解析を
JCMAC3にてシミュレーションを行った。また、初期の計画案で予想
通りひび割れが発生したため、養生期間や打ち込み温度を変更した
シミュレーションも行った。

デザインフェスティバル2022 レポート
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推進管立坑近接施工影響検討
－鉄道軌道に近接して掘削する立坑施工影響解析－

株式会社エスケイエンジニアリング
使用プログラム   Geo Engineer's Studio
既設の鉄道の直下を横断するように推進管を通すため、発進立坑を計画した。掘削
幅は8.0m、掘削深さは7.5m、奥行き幅5.6mの大きさとし鋼矢板Ⅳ型で土留めを行
い、奥行き方向に2段切梁、掘削幅方向に2段でH400, H500の2本組の腹起しを計画
した。掘削中心から軌道面まで20.46mの距離があり、立坑掘削時に影響が懸念され
た。地盤改良を掘削領域周囲に施したモデルとし、土留め、腹起しで剛な仮設工が施
されているため、梁部材の剛性を奥行き幅1mに換算し2次元FEM解析を実施した。

Multi-stage Process Analysis Award
審査員特別賞　若井 明彦 氏

水道管の液状化解析
－液状化による地盤変形と管路への影響検討－

若鈴コンサルタンツ株式会社

使用プログラム   地盤の動的有効応力解析（UWLC）
本解析では、農業用水道管が地震時に液状化する地盤で、どのような応答するのかを
把握する目的として地震応答解析を行った。解析モデルとしては、3断面とした。通常
の埋め戻し、コンクリートボックスで周辺を養生する場合、屈曲部に相当するので外力
を別途考慮する場合を検討した。検討した結果、液状化は表層近くに限定的であり、
大きな変形が発生しないことがわかった。応答波形について波長算出や間引きなどの
データ処理をした。

Water Supply Resilience Award
審査員特別賞　守田 優 氏

211020_ ( )

211020_ ( )

X=4.41mm < 5.0mm OK Y=1.01mm < 5.0mm OK

既設配水池の現況再解析と補強耐震性能照査
－常時ケースNG対策と配水機能維持を両立する補強案－
株式会社地球技研コンサルタント

使用プログラム   、地盤の動的有効応力解析（UWLC）
既設配水池の耐震性能照査を実施した。現況解析を実施した際、竣工時の設計の荷
重の考え方に問題があったため修正して解析したところ、常時でもNGとなるほど照査
結果が厳しくなってしまった。また補強においても配水池の機能を妨げないようにする
ことや、周辺も建物等が隣接し用地が少ないという厳しい制約が生じたが、複数の補
強工法を検討してFEM解析を行った結果、制約を満たしつつ耐震性能も満足する補
強案を決定することができた。

Structural Performance Evaluation Award
審査員特別賞　審査委員長　吉川 弘道 氏

[ ]

リカレントニューラルネットワークで予測し
た地震動による橋梁の動的解析
－防災分野におけるAI 技術の適用事例－
ナレッジフュージョン株式会社

使用プログラム   

ケーソン基礎温度応力解析によるひび割れ
検討及び対策工
－パイプクーリングによるひび割れ対策検討事例－
株式会社屋部土建

使用プログラム   JCMAC3

アーチ水路橋の耐震性能照査
－フレーム要素+平板要素を用いた無筋コンクリート橋
の解析－
宇部興産コンサルタント株式会社

使用プログラム   

NOMINATION AWARD ノミネート賞

デザインフェスティバル2022レポート



News & Events 47Up&Coming140号

昭和 30 年代に造られた鋼単純トラス橋の
耐震性能照査
－大規模地震時に効果を実感できる先人たちの知恵－
富士コンサルタンツ株式会社

使用プログラム   

ボックス構造を有する河川橋梁の耐震性能
照査
－函体と杭を一体とした静的非線形解析－
株式会社キタコン

使用プログラム   

下水道施設近接施工影響検討
－本体工事を組み入れた掘削による影響軽減検討－
株式会社山栄設計事務所

使用プログラム   Geo Engineer's Studio

NOMINATION AWARD ノミネート賞
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DF Day3の掉尾を飾ったのは、出版書籍

講演。フォーラムエイト パブリッシングでは

毎年、DFに合わせて新たな出版物を刊行。

DF期間中、その新刊に焦点を当て執筆者が

自ら紹介するコーナーを設けています。

今回対象となった書籍は、「Engineer’

s Studio® 公式ガイドブック」で、その著者

であるフォーラムエイト解析支援グループの

担当者が講演。初めに、同グループが担当

する解析支援業務とそこでのEngineer’s 

Studio®使用の位置付けを説明。そのような

背景を有する執筆陣により初心者にも分か

りやすく実務に役立つ内容、そこからスキル

アップしながら中級者・上級者のニーズにも

対応するような体系化を目指した意図に触

れます。

本書の特徴の一つとして、Engineer 's 

Studio®を起動した際に現れる作成（モデル

の設定）画面を巻頭に見開きで挿入。また、

コンテンツは大きく5章により構成。第1章は

システム設定からインターフェースまで基本

的な操作の手順を、第2章は目的別に各種モ

デルの作成方法を実例を交えて、第3章は解

析や照査の結果の取得・確認手順、レポート

出力のための基本操作を、第4章は地震時

保有水平耐力照査や平板要素の損傷評価を

例に応用テクニックと高度解析機能につい

て、第5章はユースケースとして過去に行っ

た解析事例を出来るだけ多く網羅すること

を目的に各種橋梁14件と河川構造物4件、そ

の他4件などのモデルを挙げて解説。

各章を通じ、よく使う機能やテクニックに

関する情報を紹介するTipsも多数取り入れ

るなど、Engineer’s Studio®初の公式ガイ

ドブックとして凝らされた工夫にも言及しま

した。

解析支援のプロによるEngineer’s Studio®初の公式ガイドブック

出版書籍講演 DAY 3

デザインフェスティバル2022講演ムービー・資料を公開中！
自動運転5省庁6講演、横浜国立大学 前川宏一氏、東北大学 川添良幸氏 他 全28講演。

https://www.forum8.co.jp/fair/df/2022/

■ 目次
1章　基本操作・インターフェース
2章　目的別モデル作成
3章　解析/照査結果確認とレポート作成
4章　応用テクニックと高度解析機能
5章　ユースケース紹介

■ 著者：FORUM8 解析支援グループ
■ 発行：2022年11月
■ 価格：¥2,970（税抜¥2,700）
■ 出版社：フォーラムエイト パブリッシング

Amazon Yahoo! 楽天市場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

FORUM8
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Up&Coming140号 HOT NEWS48

2022.10-2022.12

フォーラムエイトは、2023年11月16日から開催されるFIA世界ラ
リー選手権日本ラウンド「WRC FORUM8 Rally Japan 2023」の1社単
独オフィシャルタイトルパートナーとして、2022年に引き続き全面協
力し、大会を応援いたします。
WRCは1973年に創設された、歴史と伝統を誇る世界最高峰のラ

リーイベントです。選ばれしラリードライバーたちが一般公道を限界
ギリギリのマシンコントロールで走破するモータースポーツであるこ
とは、映像などを通じてよく知られており、日本からは2017年よりト
ヨタ自動車が18年ぶりに復帰し、メーカータイトルなどを獲得して活
躍されています。
当社は、12年ぶりの日本開催となったFORUM8 Rally Japan 2022

のタイトルパートナーとして協賛し、愛知・岐阜（新城市・豊田市・中
津川市・恵那市・岡崎市）を舞台に約1000kmを走破するシーズン最
終ラウンドとして大盛況となりました。
2023年は、愛知県豊田市、恵那市、トヨタ・モータースポーツ・ク

ラブ、特定非営利活動法人M.O.S.C.O.および豊田まちづくり株式会
社が主催者となり開催されることが、11月25日に決定。興行主体とし
て「ラリージャパン2023実行委員会」が設立されるとともに、ラリー
ジャパン2023大会のシンボルである大会公式ロゴマークも公表され
ました。
自治体が競技の主催者となるのは全国初であり、モータースポー

ツを通した地域の魅力発信と活性化、環境にやさしく安全にクルマ
を楽しめるまちづくりなどの目標が掲げられています。
また、太田稔彦豊田市長は2022年11月26日に行われた会見で、

すべての人たちにとって安全・安心な大会を目指すこと、ファン目
線で大会を開催すること、サスティナブルな車両や大会運営により
SDGs・ESD・ESGのような社会課題の解決にラリーを生かして「未
来につなぐラリー大会」とすることを3つのポイントとして挙げていま
す。
ソフトウェア開発・IT企業である当社は本競技の趣旨に賛同し、

国産VRソフトUC-win/Road、CGソフトShade3Dを基盤としたシステ
ムやデジタルツイン、シミュレーションサービスの提供、2022でも公
開した豊田スタジアムメタバースのWebVRプラットフォームF8VPS
などにより、大会のサポートと発展に貢献いたします。
日本ラウンドである第13戦は2023年11月16日（木）から19日（日）

に開催されます。フォーラムエイトはラリーを通じて、当初から掲げ
られている「地方創生」「国際交流」「交通安全啓蒙」を柱とし、より
よい未来の実現のためにサポートいたします。
当社は2023年のWRC公式スポンサーとしても支援しており、世界

ラリー選手権を盛り上げ、安全安心なモータースポーツの定着に期
待しています。

FORUM8 Rally Japan 2023 タイトルパートナーに決定！
～2022年に引き続き公式パートナーとして大会を応援～

FORUM Rally Japan 2023公式ロゴ
タイトルスポンサーであるフォーラムエイトのロゴを配し、ラリー車が日本の
里山を走る躍動感を一筆書きで表現。北海道での開催時からロゴマークに
描かれている日の丸を引き継ぎ、日本らしさをアピールするとともにこれまで
のラリージャパンの歴史を継承していきます。

11月26日 太田稔彦豊田市長がラリージャパン2023開催決定に伴う今後の豊
田市の対応について会見を実施。2023公式ロゴや大会の目標などについて発
表した。

VR Design Studio
UC-win/Road

◆関連情報
ラリージャパン2023開催決定！豊田市が自治体
初の運営主体！（2022年11月26日 豊田市）

豊田市長記者会見 Youtube
（2022年11月26日）

ラリー・ジャパン2022公式サイト

◆関連製品情報
WebVRプラットフォームF8VPS 統合型3DCGソフト

Shade3D
UC-win/Road
安全運転シミュレータ
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愛知・岐阜（新城市・豊田市・中津川市・恵那市・岡崎市）
開催日：2022年11月10日～13日

　2022年に引き続き、FIA国際自動車連盟のWRC世界ラリー選手権を、2023年大会

も公式スポンサーとして支援いたします。当社のVR・CGソフトウェアは海外でも、道

路・建築デザイン、ドライビングシミュレータや各種シミュレーションで広く活用され

ています。今後、グローバル展開をさらに拡大し、より高度なシミュレーション技術開

発の契機とすべく、全世界で開催されるWRC世界ラリー選手権を支援していきます。

豊田市の小中学校でタイトルパートナーフォーラムエイト
によるラリージャパンの特別授業を行った

フォーラムエイトCM中でも告知 サマープレゼントキャンペーンにて、観戦チ
ケットや公式グッズを提供

フォーラムエイトではこの1年間、FORUM8 Rally Japan2022公式タイ

トルスポンサーとして、モータースポーツ普及のために会社をあげて協

力してきました。当社SNS（Twitter、Facebook、Instagram）では「アイラ

ブラリー」シリーズを連載で投稿。広報誌Up&Comingでは「FORUM8 

RALLY JAPAN記念連載」や、「フォーラムエイト35周年記念キャンペー

ン」としてFORUM8 Rally Japan2022への観戦後招待やWRCオフィシャ

ルグッズプレゼントを実施しています。さらに、パックン出演の当社CM

でも、大会の告知・広報を実施し、できるだけたくさんの読者にラリー競

技の魅力を周知できるような活動を行ってきました。

また、開催当日にはRALLY FAN FESTAにてF8VPSを活用し、サービ

スパークとなった豊田スタジアムをメタバースで構築し、実際にブースで

も体験いただきました。

日程 開催地

     1月19日（木）～1月22日（日） モンテカルロ

     2月09日（木）～2月12日（日） スウェーデン

     3月16日（木）～3月19日（日） メキシコ

     4月20日（木）～4月23日（日） クロアチア

     5月11日（木）～5月14日（日） ポルトガル

     6月01日（木）～6月04日（日） イタリア

2023年世界ラリー選手権 開催予定カレンダー

FIA WORLD RALLY CHANPIONSHIP

当日はサービスパークとなった豊田スタジアムにてブースを出展。豊田スタジ
アムをメタバース空間で構築し、ブースで体験もいただいた

愛知県庁にて一か月前カウントダウンイベントにてブースを出展

日程 開催地

6月22日（木）～6月25日（日） ケニア

     7月20日（木）～7月23日（日） エストニア

     8月03日（木）～8月06日（日） フィンランド

     9月07日（木）～9月10日（日） ギリシャ

     9月28日（木）～10月01日（日） チリ

    10月26日（木）～10月29日（日） 中央ヨーロッパ

    11月16日（木）～11月19日（日） 日本
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群馬県庁32階のNETSUGEN群馬デスク(群馬県庁ビル)は、NPO、大

学や研究機関、市町村・県との連携により、デジタル技術を活用した新

たなビジネスや、地域課題の解決に向けて、新たなアイデアを実現させ

ることを目的としています。フォーラムエイトはソフトウェア開発・IT企業

として、国産VRソフトUC-win/Road、CGソフトShade3Dを基盤としたシス

テムやデジタルツイン、シミュレーションサービスの提供、WebVRプラッ

トフォームF8VPSなどを中心とした展開を行ってまいります。

HOT NEWS

ケンブリッジ虎ノ門研究室(CIC Tokyo)、12/1開設
NETSUGEN群馬デスク(群馬県庁ビル)スタート

フォーラムエイトは2016年より、MIT（マサ

チューセッツ工科大）の産学連携プログラム

MIT ILPに参画し、先端研究の知見をVR技術

やシステム開発事業のグローバルな拡大展

開につなげてきました。MITの拠点であるボス

トン・ケンブリッジでの研究室開設に向けて、

2022年12月1日に虎ノ門に新たに研究室を開

設いたしました。この新設されたケンブリッジ虎

ノ門研究室にて、ボストン・ケンブリッジでの研

究室開発に向けての検討活用はもちろん、VR

およびF8VPSのセミナー実施や開発研究営業

プロジェクト、スタートアップ企業との協業等を

行っていきます。

ケンブリッジ虎ノ門研究室(CIC Tokyo)

NETSUGEN群馬デスク(群馬県庁ビル)

〒105-6415　東京都港区虎ノ門1-17-1
虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15F Bongo

TEL：03-6807-5977
E-mail：f8cic@forum8.co.jp

CIC Tokyoは、世界に繋がるイノベーションの発進基地として、スタートアップの
グローバルでの成長を支えていくとともに、世界中のイノベーター・投資家・企
業が高密度に集うイノベーション・コミュニティを創出します。これまでCICは
起業家が不自由なくフレキシブルに働けるオフィスと、豊富なリソースにアクセ
スできる環境を提供することで、グローバルにスタートアップの成功を支えてき
ました。また、世界各地のパートナーと連携し、コミュニティを形成することで、
起業家に必要なネットワークを提供してきています。CICは、世界中の課題に対
する”解”の導出に取り組む起業家で溢れています。彼らの見つける”解”はビジネ
スとしての経済的な価値を産むだけでなく、人々が働く場や機会を創り出し、さ
まざまな社会課題を解決していきます。

〒371-0026　群馬県前橋市大手町1-1-1　群馬県庁32F

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

CIC Tokyo

Information

Information
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フォーラムエイトは、株式会社トムス、

WONDER VISION TECHNO LABORATORY 

株式会社、東京工科大学、有限責任監査法人

トーマツ、住友ベークライト株式会社と、2022

年11月8日より、群馬県前橋市における交通事

故削減を目的とした「デジタルツイン あんぜん

運転スコアリング」のサービス提供を開始いた

します。3DVRで構築した前橋市のバーチャル

空間をドライブシミュレータで運転し、運転者

の空間認知能力、標識・法令の理解度、ステア

リング・ブレーキ・アクセルといった操作の適切

性などをシステムが判定して運転測定・評価を

行うものです。2022年3月に前橋市役所で実施

した実証実験の結果をベースとして、市民サー

ビス向けシステムに大幅刷新されています。

フォーラムエイトは本サービスにおいて、リア

ルタイムシミュレーションソフトUC-win/Roadで

前橋市のデジタルツイン環境を構築。現実同

様の運転環境を再現し、運転時の危険なシー

ンなど様々なシチュエーションを表現していま

す。UC-win/Roadの運転シミュレーション機能

により、バーチャル前橋市を運転することで、

運転評価（コース逸脱、接触、一時停止、速度

など）、能力評価（空間認知、反応速度、交通

法規の理解度、操作の適切性など）の評価が可

能となっています。将来的には、前橋市独自の

IDである「めぶくID」や、データ連携基盤と連動

した定常的な市民サービスとしての社会実装

を目指しています。

本賞は、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、弊社の

ベストプラクティス賞は通算8回目、継続賞は5

年連続となります。今回は、開発グループのテ

ストチームによる、ソフトウェア製品出荷前の徹

底された品質チェックの取り組みが、「ユーザー

視点・出荷前品質徹底向上モデル」として評価

されました。

当社はこれまで、あらゆる部門におけるCRM

活動への挑戦を通して、全社一丸となった

CRM体制確立・強化を実現してきました。今後

も、DXの推進といった社会状況の変化や、それ

に伴う顧客の課題に素早く対応しつつ、活動を

強化してまいります。

まえばし暮らしテック推進事業
『デジタルツイン あんぜん運転スコアリング』サービスをリリース

HOT NEWS

CRM2022ベストプラクティス賞 継続賞を8年連続受賞
～「ユーザー視点・出荷前品質徹底向上モデル」を評価～

HOT NEWS

フォーラムエイトは、2022年10月より、パック

ン（パトリック・ハーラン氏）出演の新テレビCM

を各局で放映開始いたしました。2篇のエピ

ソードを通して、パックンがデジタルツイン、メ

タバースを実現するフォーラムエイトのVRCGソ

リューションとWebVRプラットフォームF8VPSを

紹介します。これまでには、2020年のスイート

シリーズ、ゲームプログラミングPC・スイート会

計・安全運転シミュレータ・UC-win/Roadを紹介

する4篇に始まり、2021年6月の「社長と秘書」篇

と「カフェで注文」篇、2022年2月の「つながりは

自由に描ける」篇、「道」篇が放映されました。

今回、「メタバースをもっと身近に」篇ではデジ

タルでつながりDXを推進するWebVRプラット

フォームF8VPSを、「デジタルツインでもっと豊

かに」篇ではパックンの「デジタル双子」が登場

し、社会の安心安全や快適な生活を実現する

VRCGソリューションを紹介します。

新CMは、「プライムニュース（BSフジ）」、「サ

ンデーLIVE(テレビ朝日)」などの報道番組と、

タクシー内メディアなどで放映されます。ぜひ

ともご覧ください。

パックン出演新TVCMが10月よりスタート
～「メタバースをもっと身近に」、「デジタルツインでもっと豊かに」の2篇～

HOT NEWS

「デジタルツイン あんぜん運転スコアリング」サービスイメージ

パックン出演　フォーラムエイト
TVCM情報

UC-win/Roadで作成されたデジタルツイン環境における運転シ
ミュレーションのシーン

▲弊社の開発部門UC-1開発マネージャの中原史郎が表彰式に出席



難易度の高い舗装路ラリー
世界各地を戦った選手も警戒
2022年11月10日（木）。いよいよ、止まっていた時計の針が動き出し

た。2010年で途絶えていた日本でのWRC開催が、実現する時がやって
きたのだ。煌 と々照らさ
れた豊田スタジアム内
にラリーカーが並べら
れ、セレモニアルスター
トが始まった。武将隊
によるオープニングアク
ト、転輪太鼓 打乱漢 
獅闘～SEED～による
大太鼓のパフォーマン
スが場を盛り上げる。愛

知県警察音楽隊による国歌演奏ののち、大村秀章愛知県知事や自由
民主党モータースポーツ振興議員連盟の会長を務める古屋圭司衆議院
議員らの挨拶の後、フォーラムエイト伊藤裕二代表取締役社長の開会
宣言で、『フォーラムエイト・ラリージャパン2022』は幕を開けた。
　10日（木）からスタートし、13日（日）まで4日間にわたって開催されるラ
リージャパンは、愛知県（岡崎市、豊田市、新城市、設楽町）と岐阜県（恵
那市、中津川市）にまたがる山間部のワインディングロードが主な戦いの
舞台となる。タイム計測をするスペシャルステージ（SS）も実に多彩で、集
落を抜けるコースや、2車線の県道を使った高速コース、世界でも類を見
ないほど狭くコーナーの多いセクションが、トップドライバーを待ち受ける。
初開催であることに加えて落ち葉で滑りやすいなど難易度も高く、下見を
終えた各選手は口々にその難しさを語っていた。

12年ぶりのWRC日本開催で
さらに高まる今後への期待
ラリージャパンはヒョンデのティエリー・ヌービルが勝利
トヨタの勝田貴元が母国で3位表彰台を獲得！

フォーラムエイト・ラリージャパン
ついに開催実現へ！

連載 第6回

FORUM8 RALLY JAPAN
タイトルパートナー記念連載

セレモニアルスタートで伊藤裕二社長が開会宣
言を行い、12年ぶりのWRCが幕を開けた

Up&Coming140 号 FORUM8 RALLY JAPAN タイトルパートナー記念連載52



ラリー序盤は波乱の展開
パンクが明暗を分ける
　セレモニアルスタートを終えて、各選手はそのまま最初のSSへと向かっていく。豊田
市の鞍ケ池公園を舞台とするSS1は、林道セクションと公園内の道路を組み合わせた
2.75kmの短距離SSだ。ここではトヨタのセバスチャン・オジエ（フランス）がベストタイム
を刻み、0.1秒差でＭスポーツ・フォードのクレイグ・ブリーン（アイルランド）が続いた。勝田
貴元は1.7秒差の7番手で初日を終え、翌日以降のステージに向けて感触を確かめた。
　競技2日目の11日（金）は豊田市の稲武地域を中心とするステージ構成。しかし序盤
からトラブルが発生し、競技運営の面でも混乱の展開となった。この日最初のSS2では
前日トップのオジエがパンク。SS内でのタイヤ交換を余儀なくされ、大きく順位を落とすこ
ととなってしまった。また、ヒョンデのダニ・ソルド（スペイン）がクルマから出火し、消火のた
めステージは中断。この影響で続くSS3がキャンセル、SS2の再走ステージとなるSS5
は距離が短縮され、さらにSS4でブリーンがガードレールにクラッシュした影響でSS7も
キャンセルと、運営面でも問題の多い展開となってしまった。こうした混乱のなかで総合
首位に立ったのは、トヨタのエルフィン・エバンス（英国）。3秒差の総合2番手にはヒョン
デのティエリー・ヌービル（ベルギー）、5.1秒差の総合3番手にはトヨタのカッレ・ロバンペ
ラ（フィンランド）がつける展開となった。
　競技3日目の12日（土）は、愛知県東部の新城市や設楽町、岡崎市を巡る構成。快
晴に恵まれたものの、林道部分では落ち葉やダストで滑りやすいコンディションとなって
いた。この日最初のSS8では、総合3番手につけていたロバンペラがわずかにコーナー

順位 ドライバー（チーム） 合計得点
1 カッレ・ロバンペラ（トヨタ） 255
2 オィット・タナック（ヒョンデ） 205
3 ティエリー・ヌービル（ヒョンデ） 193
4 エルフィン・エバンス（トヨタ） 134
5 勝田貴元（トヨタ） 122
6 セバスチャン・オジエ（トヨタ） 97
7 クレイグ・ブリーン（フォード） 84
8 ダニ・ソルド（ヒョンデ） 59
9 エサペッカ・ラッピ（トヨタ） 58
10 ガス・グリーンスミス（フォード） 44

※第13戦終了時点

2022年WRCドライバーズチャンピオンシップ

順位 チーム 合計得点
1 トヨタ 525
2 ヒョンデ 455
3 Mスポーツ・フォード 257
4 TGRネクストジェネレーション 138

※第13戦終了時点

2022年WRCマニュファクチャラーズチャンピオンシップ

Rd 日程 開催地 路面 ウイナー
1 1/20-23 モンテカルロ T/I セバスチャン・ローブ
2 2/24-27 スウェーデン S カッレ・ロバンペラ
3 4/21-24 クロアチア T カッレ・ロバンペラ
4 5/19-22 ポルトガル G カッレ・ロバンペラ
5 6/2-5 イタリア G オィット・タナック
6 6/23-26 ケニア G カッレ・ロバンペラ
7 7/14-17 エストニア G カッレ・ロバンペラ　
8 8/4-7 フィンランド G オィット・タナック　
9 8/18-21 ベルギー T オィット・タナック
10 9/8-11 ギリシャ G ティエリー・ヌービル
11 9/29-10/2 ニュージーランド G カッレ・ロバンペラ
12 10/20-23 スペイン T セバスチャン・オジエ
13 11/10-13 日本 T ティエリー・ヌービル

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

2022年世界ラリー選手権 開催カレンダー

1 恵那市岩村町のロード
セクション（移動区間）では、
大勢の観客が間近で声援
を送った。選手もそれに応え
て手を振る
2 サービスパークの豊田
スタジアムでは整備作業が
見学できる。サインの求め
に応じる選手も多く人気の
観戦スポットだ
3 ロードセクションでは豊
田市駅前などの市街地も
走行。無料で楽しめ、初めて
ラリーを観戦するという方々
も訪れた21

3
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で膨らみ岩壁に接触、パンクを喫してタイムを失ってしまった。これでヒョ
ンデのオィット・タナック（エストニア）が総合3番手、勝田が総合4番手に
浮上することとなった。エバンスはこの日後半まで首位を守ったものの、
SS12でヌービルに交わされ、首位が交代する。この日の最後を締めくくる
のは、岡崎市の河川敷で行われたSS14。ヌービルはここでベストタイムを
マーク、一方のエバンスは2秒遅れに沈み、ふたりの差は合計4.0秒に。
最終日に残されたSS距離、わずか69.82㎞で勝敗が決する。
　そして最終日の13日（日）は、豊田市北東部と岐阜県恵那市、中津川
市のエリアをメインとして行われた。ステージには降雨の予報が出ており、
各チームともその雨が『いつ』、『どこ』に降るのか予測しながらのタイヤ選
択を余儀なくされた。この日最初のSS15ではエバンスが好走を披露し、
4.0秒あったヌービルとの差を一気に0.6秒にまで短縮、プレッシャーをか
けていく。ところが続くSS16、エバンスは痛恨のパンク。SS内でのタイヤ
交換を行ったことで優勝戦線からあえなく脱落してしまった。これでヌービ

ルはチームメイトのタナッ
クを1分2秒1差に従え
て単独首位となった。タ
ナックが総合2番手に浮
上したことで勝田もポジ
ションアップし、表彰台
圏内の総合3番手につ
けることに。これで大きな
マージンを持つこととなっ
たヒョンデのふたりは、リ

スクを避けるためにペースダウン。最終SSまでポジションを守ったままフィ
ニッシュし、ヌービルはシーズン2勝目を挙げることに成功した。

地元で3位表彰台の勝田貴元
2023年の活躍にも期待大
　そして勝田も慎重なドライビングで最終SSを走り切り、シーズン2度目
の表彰台を獲得。地元で3位表彰台という栄誉に浴することとなった。
　勝田は「母国開催のラリーで表彰台に立つことができて、本当に特別
な気持ちです。チーム、そしてステージやロードセクションなど、あらゆるとこ
ろで応援してくれた多くのファンの皆さんに心から感謝します。ラリーの終
盤は特に難しいコンディションになりましたが、なんとか乗り切ることができ
ました。コ・ドライバーのアーロン（ジョンストン）に感謝したいですし、グラベ
ルクルーのユホ・ハンニネンとクレイグ・パリーも、素晴らしい仕事でペース
ノートの情報面を支えてくれました」と語った。
　ラリージャパン翌週の11月18日（金）、トヨタは2023年のラリー参戦
体制を発表。勝田貴元／アーロン・ジョンストン組がTOYOTA GAZOO 
Racing WRTに昇格し、セバスチャン・オジエ（フランス）と3台目のシートを
シェアすることが明らかになった。オジエが参戦するラリーでは、勝田は別
チームからのエントリーとなるため、実質的に全戦に出場することとなる。
ワークスチームの一員となることで、チームの要求も相応に高いものとな
るはずだが、それに応える成長を見せてくれるはずだ。
　2023年開幕戦のモンテカルロラリーは1月19日にスタート予定。短い
オフを経て始まる新しいシーズン、勝田の活躍に期待したい。

3 最終SSのフィニッシュ後には、TV中継のた
めに暫定表彰式が実施される。今回のフィニッ
シュ地点は豊田市の旭高原元気村。最終日に
３番手に浮上した勝田は雨の中を走り切って、
表彰台を獲得した
4 ヒョンデのタナックから祝福を受ける勝田。
選手たちはお互いにチームの垣根を超えたリス
ペクトをもち、世界を転戦している

1 競技区間のスペシャルス
テージ（SS）は山間部を縫うワイ
ンディングロードに設定。荒 し々
いエキゾーストノートが美しい紅
葉の山々に響き渡る
2 SSの中には神社の鳥居な
ど、日本らしい風景も随所に採り
入れられ、海外メディアからも大
いに注目を集めた

優勝したヌービルは「目標だった優勝を、1-2フィニッ
シュできて最高の気分」と語った

第１戦 第 3戦

第 4戦

第 5戦

第 6戦 第 7戦第 2戦

2

1

3

4
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2022年シーズンレビュー
2022 Season Review

変革のWRC
若き王者が誕生した1年を振り返る
　約50年の歴史を持つ世界ラリー選手権（WRC）において、2022年
シーズンは大きな変革の1年となった。
　市販車をベースに改造が施されたワールドラリーカー（WRカー）に
代わって、WRC史上初となるハイブリッドシステムを搭載する「ラリー1
（Rally 1）」車両が、開幕戦モンテカルロから投入された。2021年まで
のWRカー規程からは、ボディを含めてすべてが刷新。従来の1.6リッター
ガソリンターボに、各チーム共通のハイブリッドパワートレインが組み合わ
せられ、最高出力は500馬力以上、最大トルクは500Nm以上を発揮す
る。最高出力100kWを発揮する電気モーターとバッテリーはリヤに配置
され、指定された移動区間は電気モーターのみで走行。さらに、スペシャル
ステージで+αの電動パワーを発揮するハイブリッドブースト機能を使うこと
も可能となった。今シーズンの各ラリーでは、このハイブリッドブーストをい
かに使えるかが鍵になった。
　開催カレンダーに目を移すと、2020年のWRC復帰決定来、2回の
開催中止を余儀なくされた「フォーラムエイト・ラリージャパン」がついに開
催。詳しいラリーの様子は別頁に譲るとして、12年ぶりに復活した日本で
のWRCは多くの観客が集まり、大盛況のうちに幕を下ろしている。すで
に2023年のWRCカレンダーも発表されており、「フォーラムエイト・ラリー
ジャパン」は今シーズンと同様、最終戦として2023年11月16日～19日
の日程で愛知県・岐阜県を舞台に行われる予定だ。
　2022年シーズンのWRCには、トヨタ、ヒョンデ、Mスポーツ・フォードの3
チームが参戦を果たした。メーカー戦となるマニュファクチャラーズ選手権
は、7勝を挙げたトヨタが獲得。ドライバーズ選手権はフィンランド出身の
カッレ・ロバンペラが手にしている。
　2年連続のダブルタイトルを決めたトヨタは、新規定に合わせてGRヤ
リス・ラリー1を投入。ドライバーはロバンペラとエルフィン・エバンス（英
国）のふたりが全戦にエントリー。2021年のチャンピオンのセバスチャ
ン・オジエ（フランス）は散発的な参戦に留まり、彼が参戦しないラリー
ではエサペッカ・ラッピ（フィンランド）が出場している。また、日本の勝田
貴元が若手育成枠の「TOYOTA GAZOO RACING WRT NEXT 
GENERATION」として、全戦でGRヤリス・ラリー1をドライブした。
　トヨタ勢はシーズン前半からロバンペラが抜群のスピードを発揮。第2
戦スウェーデンで初勝利を挙げると、クロアチア、ポルトガル、サファリ、エ
ストニア、ニュージーランドと6勝を記録。最終戦を待たず、第11戦ニュー
ジーランドの段階で史上最年少記録を大幅に更新する「22歳と1日」で
初のワールドチャンピオンに輝いている。
　トヨタのライバルとして、シーズン後半に実力を見せたのがヒョンデだ。
i20 Nラリー1をティエリー・ヌービル（ベルギー）、オィット・タナック（エストニ
ア）、ダニ・ソルド（スペイン）、そして若手のオリバー・ソルベルグ（スウェー

デン）に託した。シーズン序盤戦
はマシンの準備不足からトラブ
ルに悩まされたものの、第5戦サ
ルディニアでタナックがチームに
シーズン初勝利をもたらすと、フィ
ンランドとベルギーでも優勝。ヌー
ビルもギリシャと最終戦ラリージャ
パンを制し、チームとして5勝を獲
得した。
　唯一の独立系チームとして、
フォードのサポートを受けて参戦
するのがMスポーツ。エースのクレイグ・ブリーン（アイルランド）を軸に、ガ
ス・グリーンスミス（英国）、アドリアン・フルモー（フランス）、ピエール-ルイ・
ルーベ（フランス）の若手を積極的に起用。開幕戦モンテカルロでは、
WRCで9度の王座獲得経験を持つセバスチャン・ローブ（フランス）が、
フォード・プーマ・ラリー1を駆り、トヨタのオジエとのバトルを制して見事優
勝。前人未到のWRC80勝目、さらに47歳331日という、WRC最年長優
勝記録も更新している。
　11月に開催された最終戦フォーラムエイト・ラリージャパンを終え、長く厳
しいシーズンの幕を下ろしたWRCだが、すでに各チームは来シーズンに
向けた準備を進めている。12月は雪深い北欧中心にテストを行い、年が
明ければ、1月19日からモナコを舞台に開幕戦ラリーモンテカルロがスター
トする。 （執筆：合同会社サンク）

第 1戦
モンテカルロ

ラリー1デビュー戦モンテカルロを制したのは、Mスポーツ・
フォードから参戦したセバスチャン・ローブ。

第 2戦
スウェーデン

雪を求めて開催地を北へ移したスウェーデン、トヨタのカッ
レ・ロバンペラが得意のスノーでシーズン初勝利。

第 3戦
クロアチア

ラリー1車両がターマックを初走行したクロアチア、パワース
テージでロバンペラがオィット・タナックを逆転。

第 4戦
ポルトガル

ロバンペラがパワーステージも制した完全勝利を果たす。勝
田とソルドの3位争いは最終SSでソルドが逆転。

第 5戦
サルディニア

タナックがクレイグ・ブリーンに大差をつけて勝利。開幕からト
ラブルが頻発していたヒョンデが今季初優勝。

第 6戦
サファリ

ロバンペラが完勝。トヨタが93年のサファリラリー以来29
年ぶりとなる1-2-3-4フィニッシュ達成した。

第 7戦
エストニア

エルフィン・エバンスとのトヨタ勢同士のバトルをロバンペラ
が制し、トヨタが今季3度目の1-2フィニッシュ。　

第 8戦
フィンランド

母国エストニアで優勝争いに絡めなかったタナックが、トヨタ
の本拠地フィンランドでシーズン2勝目を決める。　

第 9戦
ベルギー

ロバンペラがSS2でクラッシュ、母国ラリーのティエリー・ヌー
ビルも沈むなか、タナックが鋪装でも勝利。

第 10戦
ギリシャ

トヨタの3人がアクシデントやトラブルで脱落するなか、ここま
で勝てなかったヌービルに待望の美酒。

第 11戦
ニュージーランド

エバンスの脱落後、トップに立ったロバンペラが6勝目。シー
ズン2戦を残してWRCチャンピオンの座に輝く。

第 12戦
スペイン

初日から好走を見せたセバスチャン・オジエが、パワーステー
ジも制してフルポイントでシーズン初勝利。

第 13戦
ジャパン

期待のトヨタ勢が相次ぐパンクで沈むなか、最終日まで安定
したペースを刻んだヌービルがシーズン2勝目。

2022年の各戦を振り返る

路面を問わない速さを発揮し、世界王者
に輝いたロバンペラ（右）

第 8戦 第 10戦

第 12戦 第 13戦第 9戦 第 11戦

Up&Coming140 号FORUM8 RALLY JAPAN タイトルパートナー記念連載 55



ココロ弾む。世界のラリー応援に注目！　
Hola! ラリースペイン
ラリーがつくる世界の未来。
フォーラムエイトラリージャパンはじまる。

フォーエバーラリー
フォーラムエイト・ラリージャパン

スペイン北東部のカタルーニャ州。スペインのWRCカ
レンダー入りは1991年から。“ミックス・サーフェイス・ラ
リー”という、ターマック（舗装路）とグラベル（未舗装路）
の両方を使うSS（スペシャル・ステージ）で、観客を魅了。
2021年からはターマックのみに変更されている。競技は
地中海に面した美しい海岸線のある観光地としても有名
なタラゴナ県サロウの町からスタート。

第13戦ラリージャパン開催をまえに、
ラリーの本場ヨーロッパで応援体験

Hola!  WRC RALLY RACC CATALUNYA

日が暮れて、少し涼しくなってきたと感じたのは
束の間。エンジン音が聞こえはじめた途端、あたりは熱気に包まれる
セレモニアルスタート

ミニカー、ステッカー、オフィシャルグッズなど心をくす
ぐるアイテムがそろっており、しっかり結んだはずのお
財布の紐がどんどんゆるんでいく。バルセロナを拠点
とするサッカークラブ「FCバルセロナ」がチームを発
足するなど、ジャンルを問わずますます人気が高まる
e-Sports。もちろんWRCでも大人気。

フェラーリのマークが輝く、赤いレー
ルのジェットコースターが目印のテー
マパーク“ポート・アベンチュラ・パーク
（Port Aventura Park）“にサービス
パークがおかれた。

日本の残暑を思わせる、強い日差しと、
まとわりつくような暑さ。音楽につられ、
軽くテンポをとるような足取りで進む。
ハンバーガーやホットドック、焼きそばパ
ンならぬパスタパンなど、屋台フードの
ソースとスパイスの匂いに引き寄せら
れる。ドリンクメニューも豊富。

日
ま
軽
ハ
ン
ソ
れ

Servise Park　サービスパーク
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サヴァラステージは、摩耗したターマック（舗装路）、きつい下り坂のコーナー、
狭い上り坂など、さまざまなセクションがあり見所が多いステージ。煉瓦色の建
物を背景に土埃を巻き上げるラリーカーを見ようと多くの観客が集まる。ゴール
側のConesaへ観戦にいく。大きな駐車場から20分ほど歩いたところで、立ち
止まることができる場所に到着。コースから一段上の、安全が保たれた“観てい
い場所”は、端から端までラリーファンで埋め尽くされているようにみえる。応援
旗は釣竿につけるスタイルが多いが、手持ち、スーパーマン風も健在。始まる
前から肩を組んで左右に揺れて、声高らかに歌い上げるグループ。すっかりお
祭り気分が盛り上がる。

海沿いの観光地サロウ。コース全体に安全対策
の仕切りガードが設けられているので、どこでも簡
単に場所を変えて観戦ができる。実際は、人が多
すぎて移動はかなり困難。

次はいよいよFORUM8 Rally JAPANへ！ →

ポディウムで伊藤社長が３位のロバンペラ選手にシャンパンを授与。
お馴染みの「カルメン組曲～前奏曲」を合図にシャンパンファイト！

ラウンドアバウトをくるりとまわるドー
ナッツターンが特徴的で、ポディウム
フニッシュを迎える、RALLY RACC
で最も人気のあるステージのひとつ。
大粒の実をつけたオリーブ畑が広が
る。スペインは言わずと知れた世界最
大のオリーブの産地。

Savallà - Canesa　サヴァラ　SS9 / SS12

SALOU　サロウ  SS15

Riudecanyes　リウデカニェス　SS17 / SS19

SPAINSPAIN

ポディウム（表彰式）から一夜明けた月曜日、ラリー記事を求め
ニューススタンドに。スペイン最古のスポーツ新聞【MUNDO 
DEPORTIVOムンド・デポルティーボ】紙面サイズは、日本の
新聞の半分とはいえ、48ページのうち、F1や二輪レースなど
モータースポーツが5ページも割かれていることに驚く。もちろ
んフットボールの話題がほとんどなのは想像通り。

Up&Coming140 号フォーラムエイト・ラリージャパン 57



FORUM8 RALLY JAPAN 2022

Day2 11th Nov.　SS6　稲武ダム

Day3 12th Nov.　SS11　額田

Day3 12th Nov.　SS8　額田 千万町楽校

Day4 13th Nov.　SS16　恵那

日陰の林道、落ち葉だけではな
く苔なども、運転に影響をあた
えるという。ほの暗い林の中か
ら、カラフルなラリーカーが登場
する様子は圧巻

コース沿いの家はスーパープレ
ミアムシート。気持ちはパリのロ
ンシャン競馬場。コース分岐の
向こう側でも、エンジン音を聞き
ながら親類縁者が集まりバー
ベキュー。地元の協力と理解
が必要なこの競技、潜在ファン
の力が不可欠

観戦エリアの一角にパブリック
ビューイングスペースが併設さ
れている。大画面でラリーをみ
ながらいただく、醤油のキリッと
した甘いたれがかかった、柔ら
かいお団子にうっとり

音が近づいてきて、その姿が見
えてから走り去るまでのジグザ
グ距離が、長く楽しめる観戦エ
リアのひとつ。持ちこたえてい
た雨が降り出したが、最後にウ
エットコンディションが観られた
のは、それはそれでラッキー

Day1 10th Nov.　華やかにセレモニアルスタート

愛知県警察音楽隊の演奏による「君が代」斉唱、来賓による挨拶のあと、フォーラムエイ
ト社長の伊藤による開会宣言でラリージャパンがはじまった。先導する白バイのフェード
アウトする出発合図のサイレン音に、まわりは一瞬ドキリ。ラリージャパン開催にあたり愛
知、岐阜両県警が安全確保のために大きな協力をしてくださった。続いて、出場車両１
台ずつ選手が一言ずつWRCへの想いを語り、安全祈願の和太鼓を一打、いざ出発。

フォーラムエイト・ラリージャパン

ようこそWRC！待ちわびたFORUM8 RALLY 
JAPAN2022が愛知、岐阜を舞台に開催された。
「当たりまえ」が当たりまえではないことを思い
知らされたこの3年間。ずいぶんと疑り深くなり、
本当に走っている姿を確かめるまでは半信半疑の
ドキドキが拭えなかった。初日の朝、駆け足で豊田
スタジアムへ向かった。
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モータースポーツは技術の実験室
開催に先立ち、WRCのサイドイベントとして、豊田市主催、国際連合地域開発セ
ンター（UNCRD）共催で、『フォーラムエイト・ラリージャパン サスティナブルフォー
ラム』が開催された。「持続可能な未来に向けて参加者みんなで考えよう」という
議題に対し、自動車は常に、燃費を良くし、軽量化し、使う人々の安全を考えてき
た。誕生時から持続可能な未来についてのテーマを積極的に取り組んできてい
る。ラリーで得たデータを市販車にフィードバック、強く安全なモノづくりに役立て
られている。それぞれの立場、役割から行動している具体的な事例をゲストが発
表した。フォーラムエイトは、インフラ、災害に立ち向かう国土強靭化、地方の活性
化にソフトウェアが活用されている事例を紹介。ラリーを通じ、未来を構築する、全
てのゴールに向かう取組みを発信できることは、ほんとうに素晴らしい。会場全体
で、今後も続けていくための目的と行動を共有し、会をしめくくった。

Servise Park　ときめき、迫力満点のサービスパーク

Servise Park　フォーラムエイトブース

選手もタイヤ交換のトレーニング！
選手は、ひと通り車のメンテナンスができるよう日頃から訓練を
している。何が起こってもサービスパークに戻るため、できる限
りの手を尽くす。最近では、大破して漏れた冷却水を、近くの湖
まで水を汲みにいき、補充して走り切ったという、びっくりするよ
うなエピソード。マクガイバーみたいな人たち。

サービスパークにはたくさんのブースが設けられ、フォーラムエイ
トは、メタバース体験、VR360度シミュレーター、VRモーション
シート、4軸モーションドライブシミュレーターを出展し、連日たくさ
んのお客様にお楽しみいただきました。
WRCマスターズカップで優勝したミー
レ選手のエンジニアさんが「シミュレー
タ楽しかったよ」と、動画を見せてくれ
ました。「ストーリーでシェアしとくねー」
ぐぬぬ。さすがチャンピオンの仲間。
SNSの発信も早かった。J-Sportsの
番組でリポーターさんが月面で運転体
験をする様子がオンエアされました。

FORUM8 ラリージャパンは、はじまったばかり
直前まで降っていた雨が止み、豊田スタジアムで盛大なポディウムがつつがなく
進行。試合後のやわらかい表情と笑顔が印象的で、選手、チーム全員が互いに讃
えあう姿は、ほんの少し前までしのぎを削っていたとは思えないほどであった。ラリー
ジャパンは、再び歩みはじめたばかり。地域振興、交通安全、カーボンニュートラル
の促進など、大きな目標を達成させるために、モータースポーツが役立てられてい
る。観客の皆さんを含め、関わる全ての人々の力の結集で、このラリージャパンが
実現できた。会場の内外で繰り広げられるイベント一つ一つに、新しいラリーロード
の種が芽吹きはじめた。

（執筆：エンピツ舎 武井佳代）
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フォーラムエイト・
ラリージャパン2022 訪問記

フォーラムエイト・ラリージャパン
2022へ
11月にカタールで開催されたFIFAワールドカップ

はサッカーの世界最高峰の大会であるが、今回ご紹
介するWRC（FIA World Rally Championship）は、
ラリーの世界最高峰の大会だ。ラリーは、F1のように
専用のサーキットで行うレースとは異なり、世界中のさ
まざまな公道を舞台に開催されるモータースポーツで
ある。一年かけて世界中の各都市を10カ所以上巡
り、各都市では約4日間レースを行う。
　我が国で開催するWRCは「ラリージャパン」と呼ば
れ、2022年は12年ぶりに日本で開催された。実は
2020年、2021年も日本開催が決まっていたが、新
型コロナウイルス感染症の影響で開催都市が絞られ
て、見送られていた。
　タイトルスポンサーの名前が付く正式名称は
「FIA世界ラリー選手権 フォーラムエイト・ラリージャ
パン2022」（FIA World Rally Championship 
FORUM8 Rally Japan 2022）。2022年の13戦目
となる最終レース。愛知県豊田市、岡崎市、新城市、
設楽町、岐阜県恵那市、中津川市の6市町が開催
地となった。

豊田
筆者は、DAY1の夕方に豊田市に入った。丁度、

最初のレース（SS1）を終えたラリーカーが、サービス
パークである豊田スタジアムに向かう時間帯と重なっ
た。豊田市駅前のとよしばや沿道は旗を持った市民
やファンですごい人だかり（図1）。ラリーカーは、車体
も音もカッコいいのだが、さらに、ホテルの前で停車し
てくれたりして、サービス満点（図2）！
　「サービスパーク」とは、サーキットでいう「パドック」
や「ピット」であり、ラリー全体のベースとなる場所。今
回、ラリーカーは、豊田スタジアムのマニュファクチャ
ラーで整備されて、スペシャルステージ（SS）と呼ばれ
る競技区間に向かう。

大阪大学大学院准教授   福田 知弘

【図1】とよしばでラリーカーを待つ

【図2】ホテルトヨタキャッスル前
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【図3】サービスパークとなった豊田スタジアム

　豊田スタジアムでは、セレモニアルスタートやフィニッシュ、シーズ
ン表彰式といったラリーに直接関係するプログラムの他、スタジア
ム内の大型ビジョンではSSを走行するライブ映像が放映された。そ
の他、主催者や協賛企業などによる物販や展示、飲食などの出展
エリアが設けられた（図3）。ラリーカーがマニュファクチャラーに戻っ
てくる時間帯は、ドライバーやラリーカーの整備風景を一目見ようと、
マニュファクチャラーを行き交う人の流れが一目でわかるほどであった
（図4）。
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恵那SS18
　恵那SS18は、恵那市の南部地域を走る、21.59kmのコース。
恵南林道の中盤付近、標高750mの特設観覧席で観戦した（図
7）。矢作川水系の木ノ実川を眼下に眺めるモンゴル村付近に車
を停め、そこからバスに乗り込む。普段は林道として使われている
一区画が歩行者専用エリアとして、五平餅、豚汁、焼き栗などの
屋台が賑わっていた。
　あいにくの雨模様で、スタートが予定時刻より遅れたため、もしか
すると取りやめになるのでは、と皆が心配したが、無事にスタート。
　ラリーカーは狭い林道を登ってくる。最初、姿かたちは見えない
ものの、エンジンの音が山中に響きわたる。その音は一旦、聞こえ
なくなり、また、聞こえだす。そして、ラリーカーがいきなり視界に入っ
てくるや、カーブをドリフトしながら最高速度で突き進んでいく。一台
のラリーカーが見えている時間はあっという間なのだが、林道カー
ブを次 と々かけ登っていった（図8）。
　昨日は秋晴れの乙川河川敷で砂ぼこりを上げながらのレース、
本日は雨中の林道をかけ登りながらのレース。日常の空間を使い
ながらも、刻 と々変化しているレース環境に対応しながら、最高の
パフォーマンスを見せてくれるラリーの楽しさを味わうことができた。

岡崎SS13
　DAY3には、秋晴れの岡崎でSS13を観戦。SS13は、岡崎城
の前を流れる乙川の河川敷を走る、1.40kmのショートコース。他
のSSと異なるのは、乙川河川敷のターマック（舗装路）とグラベル
（未舗装路）を走ること。対岸には約5000名が観戦できるエリア
が設けられ、大勢のファンが詰めかけていた。
　本レースの前には、WRCのレジェンドドライバーにより、水素エン
ジンのGRヤリスH2コンセプトとGRヤリス・ラリー2のデモランが行
われた。モリゾウこと、豊田章男社長がサプライズで登場（図5）。
　このコースは、スタートからゴールまで見渡すことができる。スター
トして直線のターマックを駆け抜けると、特設のカーブが待ち構え
ており、さらにここからはグラベルに入るため、砂ぼこりが立ち上が
る。このコースを2周するため、2週目は砂ぼこりの中を走り抜ける。
ラリーカーは視界から一瞬消えてエンジン音のみが響いていると
思いきや、砂の中から再び姿を現した（図6）。
　生、そして間近で観戦する世界トップのラリーはすごい！

乙川
　SS13の会場となった乙川は、一級水系矢作川で最大の支
流。岡崎の中心部にありながら、これまでは積極的な活用が難し
かった河川敷を日常的に利用するための取組みが行われている。
　桜城橋（さくらのしろはし）は、名鉄東岡崎駅と籠田公園を結ぶ
位置に令和2年（2020年）に架けられた人道橋で、フォーラムエ
イト・ラリージャパンでもイベント会場として使われた。橋には、乙川
上流にある額田地区のヒノキが使われている。額田地区はSS8/
SS11のコースとしても使われた。
　乙川にかかる橋のひとつ「殿橋」の橋詰には、殿橋テラスが作
られている。社会実験では、殿橋の欄干の向こう（河川側）にテラ
スを作って飲食を提供し、これまでになかったワクワクする風景を作
り出した。その成果を受けて殿橋テラスは常設されている。

【図5】WRCのレジェンド ドライバーとモリゾウさん

【図6】岡崎SS13

【図8】恵那SS18

【図7】恵那SS18 特設観覧席
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岩村リエゾン
SSが終わると、ラリーカーは次のSSに向かう。この間の

ルートはリエゾンと呼ばれる。
　SSでのレース本番は迫力満点だが一瞬の出来事であ
る。一方、リエゾンにやってくるラリーカーを撮影したり、ドラ
イバーに手を振ってコミュニケーションすることは別の楽し
みである。
　恵那SS18のレースを終えたラリーカーは、岩村にやっ
てきた。
　岩村は、美濃東部の政治、文化、経済の要衝として古
くから栄えた町。岩村城は江戸諸藩の府城の中で最も高
い所に築かれ、日本三大山城のひとつである。城下に伸
びる岩村本通りの町並みは、重要伝統的建造物群保存
地区（重伝建）に指定されている。
　昨年8月に訪問した際は、お盆明けの平日だからか、時
間帯が早かったからか、とても静かであった。団子型の五
平餅をいただいたのが、懐かしい（図9）。
　一方で今回は、沿道には大勢のファンや市民が詰めか
けていた。下町升形に
は、大型ビジョンが設
けられて、レースを終え
たラリーカーはここで
右折して岩村本通りに
入っていく。重伝建の
古い町並みに、鮮やか
な色使いのラリーカー

ラリージャパン・メタバース
フォーラムエイト・ラリージャパン2022では、サービスパークである豊田スタジアムを3
次元デジタル空間で表現したメタバースが作られた。協賛社ブース・物販エリア、セレモ
ニーエリア、サービスパークの様子が、現実世界と同様に作られている（図11～13）。
ユーザは、スマホやPCで、インターネットにアクセスする格好で、サービスパークの様子を
仮想体験することができる。
　リアルなラリー会場ではできないことも、メタバースでは可能だ。例えばセレモニーエリ
アでは、豊田スタジアムの内部に入り、ラリーカーをドライブすることもできる。
　現実世界とリンクしたメタバース（仮想世界）は、デジタルツイン（現実世界のデジタル
の双子）とも呼ばれる。
　ラリーはリアル空間で行われるモータースポーツであるが、その企画や運営のために
は、数多くの様々な情報がスタッフによってやり取りされている。近い将来、このような情
報がデジタルツインで共有・可視化されるようになれば、関係者間のより円滑なコミュニ
ケーションや、より充実したマネジメントに貢献できるのでは、とも思えた。
　フォーラムエイト・ラリージャパンの開催を今年も楽しみにしている。

【図9】岩村本町通にて五平餅（8月）

【図10】岩村リエゾン

【図11】メタバース 協賛社ブース・物販エリア

は不思議とマッチしていた（図10）。
　かんから餅をいただきながら、セレモニアルフィニッシュ
が行われる豊田スタジアムへと向かった。

【図12】サービスパーク・メタバース 【図13】セレモニーエリア・メタバース
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セレモニーエリア

サービスパーク

協賛社ブース
・物販エリア

ライセンス　\550,000（税込）

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

チャル店舗で販売・決済
店舗のような便利さを演出！

EC 決済機能

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

空間共有機能
VR 空間をユーザーと
共有！

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

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

ログ機能
ユーザの行動
履歴をビッグ
データとして
集積

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

グループウェア/
スイートERP 連携機能

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！

Web会議機能
アバター（1人あたり）月 /￥1,800

バーチャルオフィス／教室／セミナー／イベ
ントなどの空間で、アバターによるリアルタ
イムコミュニケーションが可能。Web会議
での画面共有や共有ボード、ダイレクト／グ
ループでのチャットなど。
・アバターでWeb会議に参加
・アバターでセミナーに参加し交流

F8VPSF8VPSF8VPS

バーチャル投票機能

仮想空間で展示プロジェクトの閲覧・
評価、イベントの作成・管理等が可能

マップから3つのエリアをワープで移動可能

メタバース内にリアルタイム反映

オプション価格　¥110,000

User1

クリックすると公式ショップHPに移動
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SDGs

SDGsのゴール11「住み続けられるまちづくりを」は、現在、気候変

動などの問題もあり、世界的にも特に重要性が増している課題である

といえます。このゴールには「包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）

で持続可能な都市及び人間居住を実現する」という宣言に基づき、10

の個別目標（ターゲット）が設定されています。

フォーラムエイトでは、デジタルシティ／デジタル田園都市の実現

を支援するデジタルツイン技術、VRCGソフト、開発環境の提供、シス

テムサービスと技術サービスの提供を通して、これらの課題の解決に

貢献しています。PLATEAUなどの3D都市モデルを活用したUC-win/

RoadのVRシミュレーション基盤により、環境配慮や災害対策などの

観点も計画段階で組み込んだ総合的なまちづくりが可能です。

都市への人口集中や高齢化・過疎化が原因となる課題（11.1／

11.3）については、WebVRプラットフォームF8VPSによるメタバースで

バーチャルオフィス・教育・医療・店舗などの構築を支援できます。

交通安全・持続可能な輸送システムの課題（11.2）については、VR

やシミュレータを高度活用して、安全運転装置や自動運転に関する

研究開発基盤提供、カーシェアリングシステムの計画検討など、市民

のモビリティの開発・改善やクルマの環境対策に貢献しています。

災害についての課題（11.5／11.b）では、津波・洪水・土石流など

の解析結果をデジタルツイン内で可視化し、災害対策や避難訓練、

3DVRハザードマップサービスなどで活用しています。

CO2削減に関わる課題（11.6）については、建物エネルギー解析や

環境熱エネルギー解析、騒音解析、多様な環境解析の可視化に対

応。SmartGrid実験地域における充電場所探索のドライブシミュレー

タの開発や、太陽光パネル反射シミュレーションなどでも実際に活

用されています。

 世界文化遺産・自然遺産の保護・保全に関する課題（11.4）では、

F8VPSやXR技術などにより地域経済の活性化と観光振興を支援。 

既存の観光都市のリニューアルプロジェクトや、観光資源化のシミュ

レーションなどの事例があります。

フォーラムエイトは2019年8月9日にSDGsミッションを公開し、ソフトウェア開発を通したSDGs貢献についての方針と活動内容を発表しま

した。さらに、デジタルツインを展開するWebプラットフォームシステム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）や

完全クラウドのUC-1 Cloud自動設計の開発・提供などに伴い、SDGsミッションの内容を順次更新・拡張しています。

ソフトウェア開発でSDGsに貢献！

フォーラムエイトの

第第第12回

第12回 デジタルツイン技術、VRCGソフトで住み続けられるまちづくりに貢献

UC-win/Roadの環境アセス機能により、3D都市モデル上で、設置方位、角
度、高さなどをもとに、太陽光パネルの反射シミュレーションが可能

避難解析 河川氾濫
砂防・下水・ため池

3次元
ハザードマップ

BCP支援
Webシステム

地盤解析・FEM

まちづくり VR

ERPソリューション

土石流
下水土石流シミュレーション

F8VPS
FORUM8 バーチャル
プラットフォームシステム

動的非線形解析

デジタルシティ
デジタルツイン

MaaSソリューション

土石流シミュレーション

ゴール11「住み続けられるまちづくりを」のターゲット

11.1 住宅や基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する

11.2 交通の安全性改善により、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する

11.3 参加型・包摂的・持続可能な人間居住計画・管理能力を強化する

11.4 世界文化遺産・自然遺産を保護・保全する

11.5 災害による死者数、被害者数、直接的経済損失を減らす

11.6 大気や廃棄物を管理し、都市の環境への悪影響を減らす

11.7 緑地や公共スペースへのアクセスを提供する

11.a 都市部、都市周辺部、農村部間の良好なつながりを支援する

11.b 総合的な災害リスク管理を策定し、実施する

11.c 後発開発途上国における持続可能で強靭な建造物の整備を支援する

UC-win/Roadの地形データから河川形状を
取得し、土石流解析結果を可視化
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本明川は、その源を長崎県諫早市五家原岳（標高1,057m）に発し、多良山系の急峻

な山麓を南下し、湯野尾川・目代川などの支川を合流して下流の諫早平野を潤し、福

田川、半造川を合わせて有明海に注ぐ、幹川流路延長が僅か28km、流域面積も僅か

249km2の一級河川です。249㎞2は10㎞×5㎞の長方形に相当します。これ程小規模な

一級河川なのです。これらから本明川は非常に珍しい一級河川であるといえます。

諫早市は、昭和33年7月25日、梅雨前線の停滞に伴い午前9時頃から集中豪雨に見舞

われ水防本部を設置しました。午後3時には本明川は警戒水位を超え、市は午後6時50

分1回目の、午後7時30分2回目の避難命令を発しました。午後8時頃になると上流では

土石流が発生し、午後9時30分本明川は氾濫、3回目の避難命令サイレンが鳴り響きまし

た。直後に市内は停電し、一切の通信は途絶えました。猛烈な雷雨で本明川は濁流とな

り市内に流れ込みました。深夜12時頃、ようやく水が引き始めましたがこの水害で諫早市

では539名の命が失われました。当時の推定人口11,1000人の約0.5％に当たります。戦後

最大の被害をもたらしたと言われる伊勢湾台風の被害は死者5100人で、当時の名古屋市

の推定人口1,5000,000人の0.034％でした。これに比べて、如何に本明川での被害が甚大

であったかが分かります。筆者が中学1年の時に諫早大水害は発生しましたが、この災害

ことは学校でも大きな話題となったことを今でも鮮明に覚えています。

被災4日後、大村駐屯地から派遣された自衛隊員が給水活動を行い、真っ先に飲料水

の確保を実施しました。これらの救助活動により、これまで色々な意味で色眼鏡で見られ

ていた自衛隊の印象が、国民の間で変化したのではないか思われます。後述の「諫早大

水害50周年記念誌」には、自衛隊の活動の様子が数多く載せられています。

また、被災当時7歳だった方が災害をどのように受け止めていたか、50年経ってどのよ

うに感じているかを詳細に語っています。

諫早市は水害50周年を記念して、平成19年7月「諫早大水害50周年記念誌」を発刊しま

した。この中で、当時の吉次邦夫市長は以下のように宣言されています。（前略）「災害は

いつ何時起こるかわかりません。私の市長としての基本は安全・安心なまちづくりです。

そして最大の責務は、市民の生命・財産を守るということです。それにはまず防災。現代

の地球温暖化や異常気象にもしっかり備えていかなければいけません。50年が経った

今、あの日のことを風化させることなく、今一度この歴史を再認識し、災害に強いまちづく

りをさらに進めていきます。」

諫早湾の干拓

諫早湾はガタ土が次 と々堆積する湾で、集中豪雨や台風が来る地域であり排水不良

で高潮・洪水が起きやすかったため、600年以上前（戦国時代）から城主であった西郷氏

によって、洪水防止対策として干拓が繰り返し行われてきました。平成になって防災機能

強化と農地造成のためと称して、農林水産省は国営干拓事業として着工しました。この

事業に対して、有明海沿岸の長崎、佐賀、福岡、熊本の各県の漁業関係者は有明海の環

境が大きな影響受けると大反対しましたが、農水省は干拓事業を強行し、今日に至って

います。ギロチン閉門から20年、この閉門によって有明海の環境がどのように変化してい

くのか予測することは困難ですが、今よりも良くなることを祈るばかりです。

本明川（日本一短い一級河川）物語
vol.14

長崎県

諫早湾干拓事業の航空写真
（出典：九州農政局諫早湾干拓事務所）

写真1

被災直後の本明川。
画面右は流木をせき止め被害を大きくした眼鏡橋

写真2

自衛隊員の復旧活動の様子写真3

写真2

写真3

諫早大水害50週年記念誌（左）と
被災者の母子手帳（右）

写真1

写真4



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.121をご覧ください。

1）「諫早大水害50周年記念誌」　諌早市　秘書広報課　平成19年7月発行
2）フリー百科事典ウィキペディア　諫早市
3）諫早市公式HP　https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/
　 写真4　出典：九州農政局諫早湾干拓事業所

<参考>

諌早の眼鏡橋

天保10年（1839年）に本明川に架けられたものが諫早水害の後、諌早公園内に移設さ

れ、昭和33年（1958年）石橋としては初めて重要無形文化財に指定されました。幅員5.5

ｍ、橋長49.25ｍです。

本明川ダムの建設

国土交通省は「洪水調節」と「農業用水の確保」を目的として本明川ダムの建設を決定

し、平成6年4月事業に着手しました。平成25年事業の継続を決定し、途中、種々の経緯を

経て令和3年3月「水源地域対策特別措置法に基づく水源地域整備計画」を決定していま

す。本明川ダムが完成したとの情報は今のところ得られていません。大幅に遅れていること

は確かなようです。

一級河川の定義

国土交通省河川局のホームページによれば、一級河川は以下のように定義されています。

『河川は上流部から小さな河川が合流し、この合流を繰り返しながら徐々に海へ向かうに

したがい、大きな河川となっていきます。これら一群の河川を合わせた単位を「水系」と呼ん

でいます。1965年に施行された河川法によって国土保全上又は国民経済上特に重要な水系

で政令で指定されたものを「一級水系」と呼んでいます。一級水系に係わる河川のうち河川

法による管理行う必要があり、都道府県知事が指定（区間限定）した河川です。（中略）ところで、一級水系の定義で、「国土保全上」とは、洪水、高潮

等の災害が発生した場合に想定される人命、財産等の被害が大きく、この防止が国家的な見知から治水上重要であることを意味し、「国民経済上」と

は、上水道、工業用水道、灌漑、発電など河川の利用の影響度が一地方の経済にとどまらず、国家的に見て大きいものであることを意味します。この

ように治水上又は利水上特に重要な水系については、国において管理することが望ましいため、一級水系に指定されます。』

諫早公園・眼鏡橋

本明川ダム完成イメージ図

本明川

写真5

写真7

写真6
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企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附
を行った場合に、 法人関係税から税額控除する仕組みです。
企業が企業版ふるさと納税を活用するメリットとしては、「社会貢献」「新事業展開」「税軽減効果」
が挙げられます。SDGsの達成などPR効果や、地方公共団体との新たなパートナーシップ、地域資
源などを活かした事業の創成などが期待できます。

企業版ふるさと納税

企業版ふるさと納税とは？

平成28年度に創設された企業版ふるさと納税は、地方公共団体が実施

する地方創生プロジェクト対して企業が寄附を行うことにより、地方創生

を活性化する狙いのもとではじまった制度です。国が認定した地域再生計

画に位置付けられる地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が

寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除されます。

令和2年度より、地方創生の更なる充実・強化に向けて地方への資金の

流れを飛躍的に高める観点から、精度が大幅に見直されました。損金算入

による軽減効果（寄附額の約3割）と合わせて、令和2年度税制改正により

拡充された税額控除（寄附額の最大６割）により、最大で寄附額の約9割

が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されます。

これによって、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されるなど、さらに

使いやすい仕組みとなりました。例えば、企業が1,000万円の寄付を行う

と最大900万円の法人関係税が軽減され、実質100万円で寄付を実施でき

ます。

企業が企業版ふるさと納税を活用するメリットとしては、「社会貢献」

「新事業展開」「税軽減効果」が挙げられます。SDGsの達成などPR効果

や、地方公共団体との新たなパートナーシップ、地域資源などを活かした

事業の創成などが期待できます。

令和2年度の主な改善点
・税額控除の特例措置が令和6年度末まで延長（適用期限の延長）

・寄附による税の軽減効果が、寄附額の最大6割から最大9割まで 

拡大（税額控除割合の引上げ）

・地方版総合戦略の抜粋・転記による地域再生計画の申請・認定が

可能に（認定手続の簡素化）

・地域再生計画の認定後「寄附の金額の目安」の範囲内なら、事業

費確定前の寄附の受領が可能に（寄附時期の制限の緩和）

・地方創生関係交付金や地方財政措置を伴わない補助金・交付金

に加えて、併用できる国の補助金・交付金の範囲を拡大

税目ごとの特例措置
1.法人住民税：寄附額の4割を税額控除（法人住民税法人税割額の

20％が上限）

2.法人税：法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。

ただし、寄附額の1割を限度。（法人税額の5％が上限）

3.法人事業税：寄附額の2割を税額控除（法人事業税額の20％が　

上限）

制度活用にあたっての留意事項

寄付については、1回当たり10万円以上の額が対象となります。また、

寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されて

います。

例
X寄附の見返りとして補助金を受け取る。

X有利な利率で貸付をしてもらう。

本社が所在する地方公共団体への寄附については、本制度の対象となり

ません。この場合の本社とは、地方税法における 「主たる事務所又は事業

所」を指します。

例
A県B市に本社が所在⇒A県とB市への寄附は制度の対象外

次の都道府県、市区町村への寄附については、本制度の対象となりま

せん。

1.地方交付税の不交付団体である都道府県

2.地方交付税の不交付団体であって、その全域が地方拠点強化税制におけ

る地方活力向上地域以外の地域に存する市区町村※首都圏整備法で定

める既成市街地・近郊整備地帯など

図1：制度の活用イメージ
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地方創生プロジェクトへの活用

岐阜県恵那市と愛知県豊田市は、トヨタ・モータースポーツ・クラブ、

特定非営利活動法人M.O.S.C.O.、豊田まちづくり株式会社などと共に、

2023年の大会の興行主体にもなっており、モータースポーツを通した地

域活性化や、環境にやさしく安全にクルマを楽しめるまちづくりなどの目

標が掲げられています。

恵那市の企業版ふるさと納税の取り組みでは、特に寄付を募集する地

方創生プロジェクトとして、「ラリージャパン開催を契機としたモーター

スポーツと車文化にやさしいまちづくり事業」が挙げられています。これ

は、ラリージャパンの開催を活かして、モータースポーツや車好きの方を

ひきつけるような活動（オーナーズミーティングやオフ会の支援など）を

通した、地域の魅力発信、観光・産業の振興による地域活性化の推進を

図るものです。恵那市ではその他にも、「誰もが使いやすい交通ネット

ワーク形成プロジェクト事業（MaaS）」や「二酸化炭素排出量削減と非

常用電源確保事業（ハイブリッド公用車の導入）」など、様々な地方創

生・課題解決プロジェクトのメニューが提示されています。

　また、豊田市では、「FIA世界ラリー選手権（WRC）をいかした地

域まちづくり事業」を挙げており、「WRCのまち」のシティブランドを構

築し、豊田地域のまちづくりにいかすことが目標とされています。主な取

り組み内容として、ラリー協議を通じた「山村振興」「交通安全の推進」

「産業の振興」および、モータースポーツで鍛えられた安全や環境技術

の市販車への反映とクルマの魅力向上応援が紹介されています。

本年も引き続きFORUM8 Rally Japan2023の公式タイトルスポン

サーとして決定したフォーラムエイトは、ラリー競技を通した地方創生・

国土強靭化・SDGs推進・安全安心なモータースポーツ文化の定着に貢

献すべく、企業版ふるさと納税の活用も進めて行く方針です。

参考 / 出典：内閣官房・内閣府総合サイト
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/portal/pdf/R2panph.pdf

企業にとってのメリット

SDGs や ESGへの寄与
寄附を通じて地方公共団体の
取組を支援することで目標の
達成に大きく寄与

社会貢献

創業地等の地域への恩返し
創業地や縁のある地方公共団体が推進している事業を、
寄附を通じて応援

事業への貢献
・新型コロナウイルス感染症対策
・被災地の復興支援

事業展開
企業のPRに
取引先や金融機関などへの信用力向上

地方公共団体等との新たな
パートナーシップの構築
新しい働き方や地域での交流促進

事業参加で社員の新たな経験に
新たな人材育成に繋がる

図3：「企業版ふるさと納税」活用のメリット FORUM8 RallyJapan 2022の様子(上:恵那市 / 下:豊田市)

図2：制度の概要
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ウィズコロナの状況の中、衛生管理に関する製品も進化していってお
ります。今回は、弊社社内のミーティングスペースで使用している衛生管
理デバイスをご紹介いたします。

アクリル板やビニルカーテンに代わるエアロゾル対策用製品です。汚
れた空気を吸引し、光触媒によって除菌・脱臭したキレイな空気のパー
テーションを形成することで、呼気に含まれるエアロゾルが対面に届くの
を抑制します。
アクリル板だと指紋を拭き取る手間が大変ですが、こちらは見た目も

衛生的で良さそうです。また、モールは4個まで継ぎ足すことが可能で、
最大2.4mまで延長することができます。吸引のファンはテーブル下に隠
れているので、運転中の音も気になりません。

こちらは、「会話により発生した空気中のマイクロ飛沫を、3方向からす
ばやく吸引＆浄化します」（メーカーサイトより）という機能をもったデバ
イスです。強力な吸引力で空気中に漂うマイクロ飛沫をパワフルに吸引し
ます。上面と広い方の側面より飛沫ごと吸引し、フィルターで浄化した空
気を両サイドから排出します。製品サイズは約30センチとコンパクトなた
め、簡単に持ち運びができ、置く場所を選びません。運転モードはノーマ
ル、ハイパワーから選択できます。ハイパワー運転時でも音は大きくない
のですが、テレビ会議と併用する際は、マイクの配置に配慮が必要です。

今回は、まだまだ続くコロナ渦と付き合っていくためのデバイスを紹
介しました。どちらのメーカーも効果を説明するための動画をサイトで公
開しているので、検討の参考にされてはいかがでしょうか。

衛生管理デバイス衛衛衛生管理デバイス
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。

カルテック TABLE AIR キングジム 飛沫キャッチャー

中央のフィルターで微粒子を除去(写真右)

キングジム 飛沫キャッチャー

空気を循環するサーキュレーターの
ように、汚れた空気を吸込み、光触
媒によってキレイな空気のパーテー
ションを形成。呼気に含まれるエア
ロゾル（マイクロ飛沫）が対面に届
くのを抑制します。

光触媒フィルターで除菌、脱臭を行
い、きれいな空気を送り出す

弊社の東京本社会議室にあるTABLE AIR設置写真。手前と奥で2個使用

カルテック TABLE AIR

いくつもの小さな穴の開いた、空気
を吐き出すモール部

希望小売価格  オープン

消臭・脱臭方式  活性炭光触媒フィルター

外形寸法  本体：幅195.5×奥行 115×高さ45（突起部除く）
 モール：長さ600×幅 40×高さ30（１本あたり）

重量  本体：約0.4kg
 モール：約0.3kg（１本あたり）

風量  約 0.1～ 0.3（ｍ３/分）

電波  入力：AC100V 50/60Hz　出力：DC12V

使用温度範囲  0～ 40℃

消費電力  ８.0W

待機電力  0.3W

TABLE AIR主要スペック

さいごに

１ ２

３

HARDWARE
INFORMATION

2023-No.1
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UC-1 Engineer’s Suite
構造解析上部工スイート
UC-1シリーズ各製品のセット版。クラウド対応、CIM機能強化

はじめに

構造解析上部工スイートは、「構造解析/断面」と「橋梁上部工」関連
の製品を組み合わせたセット版です。今回は、構造解析上部工スイート
を用いた鋼橋上部構造の設計を行う際に役立つ情報をご紹介します。

構造上部工スイートでの鋼橋設計

構造上部工スイートで鋼橋上部構造の設計を行う場合、「任意形
格子桁の計算」を用いることになります。
本製品は格子桁の汎用的な平面骨組解析を行い断面力・変位・反力
の算定を行う製品ですので、線形座標計算や断面の応力度計算、設計
照査機能には対応しておりません。そのため、別途計算した線形座標
を取り込んだり、格子計算で算定した断面力を用いて断面計算プログ
ラムである「鋼断面の計算」にて照査を行うことが必要となります。
「UC-1 Engineer's Suite 任意形格子桁の計算(部分係数法・H29 
道示対応) Ver.3.0.0」では、新機能として登録断面機能による断面
形状の作成と断面剛性の自動算出、断面計算機能として曲げ応力度
と抵抗モーメントの算出に対応しております。
今後は「任意形格子桁の計算」単独での鋼橋設計が行えるように

さらに拡張を行っていく予定です。

補強設計

ここでは、「任意形格子桁の計算」と「鋼断面の計算」を用いた鋼
橋における補強設計の流れについてご紹介します。データ作成の一
連の手順をご確認ください。
1)「鋼断面の計算」で断面形状と照査用データを作成し、断面諸量

　　(断面積、剛度)を算定します。

図1　断面諸量の算定

2)「任意形格子桁の計算」で格子モデルを作成します。その際、　
　　格子モデルの断面データには、「鋼断面の計算」で得られた断
　　面諸量(断面積・剛度)を入力します。
　「UC-1 Engineer's Suite 任意形格子桁の計算(部分係数法・　

　　H29 道示対応) Ver.3.0.0」では、1～2)の作業を簡略化すること
　　ができます。
3) 格子計算で得られた断面力を「鋼断面の計算」に入力し、応力

　　度を算定します。

図2　断面力の適用

4) 断面照査結果がNG となって補強を行う場合は、「鋼断面の計
　　 算」で補強断面を作成し、補強断面の断面諸量(断面積、剛度)
　　 を算定しておきます。
5) 「任意形格子桁の計算」に戻り、補強範囲の部材に補強後の断
　　 面諸量(断面積・剛度)を入力し、補強後の格子解析データを作
　　 成します。
6) 補強後に格子解析を実行し、算定された補強後断面力を再び
　　 鋼断面の補強断面に入力し、補強断面での断面応力度を算定
　　 します。もし、ここでも断面照査結果がNG となる場合は、補強
　　 断面の形状・材質などを再検討します。

クリープ、乾燥収縮、温度差による不静定力

合成桁では、コンクリート床版のクリープ、乾燥収縮あるいは鋼桁
との温度差によるひずみが拘束されることにより軸力、曲げモーメン
ト(静定力)が生じます。「任意形格子桁の計算」や「鋼断面の計算」
では、これらの荷重による断面力を道路橋示方書Ⅱ編14.2章に記載
された式にて算出します。
連続桁などの不静定構造物においては、これらの荷重による変形
が中間支点において拘束されるため、両端が単純支持された桁の中
間支点位置に集中荷重が作用した場合のようなモーメントが生じま
す。これが不静定力と呼ばれ、「任意形格子桁の計算」における2次
力に該当します。

荷重の種類 荷重の範囲

クリープ 後死荷重による曲げが正の区間

乾燥収縮 中間支点付近0.15Lの区間を除く

温度差 橋梁全区間

表1　不静定力を求める際の荷重の範囲

「鋼断面の計算」では、断面力としてクリープ、乾燥収縮、温度差に
よる不静定力を考慮できます。「任意形格子桁の計算」の結果を適用
する場合は、2次力分のみの断面力を入力することになりますのでご
注意ください。

おわりに

「UC-1 Engineer's Suite 任意形格子桁の計算(部分係数法・H29
道示対応)」では、Ver.3.0.0より鋼断面計算機能をサポートしており、
現在も機能拡張として各種照査機能の充実化を図っております。この
改訂により、単体での鋼橋設計が可能となり、ユーザにとって大幅な
工期削減に繋がると考えられます。今後も、ユーザの期待する製品の
機能向上を随時行ってまいりますので、どうぞご期待ください。

Suite

Advanced Suite
FRAMEマネージャ UC-BRIDGE（分割施工対応）(部

分係数法・H29道示対応)
S :¥1,056,000
（税抜960,000）

F :¥1,267,200
（税抜1,152,000）

RC断面計算(部分係数
法・H29道示対応)

任意形格子桁の計算(部分係数
法・H29道示対応)

鋼断面の計算(部分係数
法・H29道示対応)

落橋防止システムの設計・3D配
筋(部分係数法・H29道示対応)

製品構成・価格

S ：サブスクリプションライセンス　 F ：フローティングライセンス
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Ver.9での改訂内容

Ver.9では、主に次の機能追加を行いました。
・宅地防災マニュアル(令和4年2月版)に対応
 「控え壁式擁壁の設計計算」では複数の基準類に対応しています

　　が、その中の「宅地防災マニュアルの解説(ぎょうせい)」の第三
　　次改訂版が令和4年2月に発刊されました。
ここでは、上記の概要について紹介いたします。

図1　基準年度選択

改訂内容の概要

宅地防災 第三次改訂版の主な改訂内容は、表1のとおりです。

改訂前 第二次改訂版
(平成19年)

改訂後 第三次改訂版
(令和4年)

転倒に関する
検討 偏心量，安全率 安全率のみ

基礎地盤の支
持に関する検討
(合力作用点の
位置)

a. 底版中央1/3 の中
b. 底版中央2/3 の中
c. 底版中かつ底版中央2/3 の外

a. 底版中央1/3 の中
b. 底版中央2/3 の中
　(c の記載削除)

仮想のり面傾斜
角の考え方 起点位置は仮想背面の上端 起点位置は擁壁天端の背面

表1　宅地防災マニュアルの解説 第三次改訂版の主な改訂内容

転倒に関する検討

令和4年版では、転倒に対する検討の記載は「安全率」による評価
式のみとなりました。
平成19 年版では、安全率の規定とともに満足することが望ましい

ものとして、偏心距離による安定条件が記載されていましたが、今回
の改訂では削除されています。

基礎地盤の支持に関する検討

地盤反力度の算出方法は、合力作用点の位置によって表1の3通り
の計算条件が記載されていましたが、改訂版ではcの条件について
削除されています。 
本プログラムではcの条件について図3のように考慮するかどうか
のスイッチを設けています。宅地防災(R4年版)が選択された場合は、
考慮しないように設定しています。

図3　cの条件を考慮するかの設定

図2　基礎地盤の支持に関する検討の計算条件範囲

仮想のり面傾斜角の考え方

試行くさび法による土圧算定時に用いる壁面摩擦角は、土とコンク
リートの場合には土砂の内部摩擦角φより算出しますが、片持ちばり
式擁壁等のように土中の鉛直の仮想背面に土圧を作用させる場合に
は、仮想のり面傾斜角β’より算出されます。令和4年版では、このβ’
の考え方に変更がありました。 

図4　仮想のり面傾斜角(H19年) 図5　仮想のり面傾斜角(R4年)

1)平成19 年版
　すべり面と地表面の交点までの水平面半分の点と、仮想背面と
　　地表面の交点を結ぶ線が水平面となす角度を仮想のり面傾斜
　　角β’とします。
2)令和4 年版
　すべり面と地表面の交点までの水平面半分の点と、地表面の開
　　始を結ぶ線が水平面となす角度をβ'とします。

おわりに

今後も新たに発刊された基準改定への迅速な対応をはじめ、お客
様のご要望に順次対応してまいります。
どうぞご期待ください。

道路土工

控え壁式擁壁の設計計算 Ver.9
控え壁式擁壁の設計の安定計算及び、許容応力度法、
限界状態設計法による部材設計を行うプログラム

●新規価格 173,800円（税抜158,000円）
●リリース 2022年12月

3D PDF電子納品

3DA対応 IFC
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改訂内容

今回の改訂では、主に下記の対応を行いました。
・DXFファイル(*.dxf)からの形状設定に対応
・側壁配筋の入力方法拡張
・開きょ(縦方向現場打ち)での継手部の照査対応
・3D機能拡張
これらの機能についてご紹介します。

DXFファイル(*.dxf)からの形状設定に対応

これまで、形状を入力するには、「初期入力」で形状や条件を指定
し、「形状」でカルバートの詳細な形状を入力していましたが、同じ
計算条件で形状だけ変えて検討を行う時に不便というご意見をいた
だいておりました。
そこで、Ver.14ではDXFファイル(*.dxf)から断面形状を読み込める
機能を追加いたしました。
DXFファイルから形状を読み込み、断面を選択していただくことで、

「初期入力」の「断面形状」、「底版形状」、「BOX形式」と「形状」の
「本体形状」、「ハンチ形状」の設定が可能です。また、読み込んだ
断面形状データから倍率を自動で設定する機能も備えており、任意
の値を入力すれば倍率の変更も可能です。

図1　DXFファイルからの形状設定

側壁配筋の入力方法拡張

これまで、側壁外側の上部および下部の鉄筋は、頂底版の外側鉄
筋として入力されたものを使用していました。しかし、これらを頂底版
とは異なる情報で入力検討が行えるようにしてほしいとのご要望を
多数いただきました。そこで、側壁外側端部の鉄筋を「側壁支間部の
鉄筋」とするか、「頂底版外側端部の鉄筋」とするかの選択を設け断
面照査に用いる鉄筋を選択可能としました。なお、「側壁支間部の鉄
筋」とした場合は、図面作成は不可となる制限があります。

図2　側壁配筋入力画面

開きょ(縦方向現場打ち)での継手部の照査対応

これまで、開きょでの縦方向の照査方法は「プレキャスト(縦連結)」
固定としており、開きょで継手部の照査を行うには、継手部の照査と
は関係しない縦連結に関する入力も必要となっていました。今回、開
きょの縦方向の照査方法として「現場打ち」に対応し、縦連結に関す
る入力を行うことなく継手部の照査が可能となりました。なお「現場打
ち」での縦方向の計算は頂版の無い矩形きょとして照査を行います。

図3　初期入力画面の縦方向設定

3D機能拡張

3D表示機能拡張として、以下の2項目を拡張しました。
・3Dアトリビュートの「3D配筋CAD」連動
・部材配筋入力時の3D配筋確認
メイン画面の3D表示部にコンクリートの設計基準強度、鉄筋材質
等の属性情報を表示可能としておりますが、これらの属性情報を「3D
配筋CAD」でも活用できるように属性の連動に対応しています。「3D
配筋CAD」では、3Dモデル(IFC形式)への属性付加に対応していま
すので、今回の対応により、入力時の3Dアトリビュートの設定を3Dモ
デルへ反映することが可能となり、3Dモデルの活用の幅をより広げる
ことができます。
また、これまで配筋の3D表示は「図面生成⇒3D 配筋生成」の手
順が必要でしたが、配筋データの入力画面に「3D 配筋確認」ボタン
を追加しました。配筋の3D表示より鉄筋の干渉状態を確認しやすく
なりますので、図面生成後に配筋データを修正するといった作業の後
戻りを少なくすることができます。

図4　3Dアトリビュートの「3D配筋CAD」連動

図5　配筋情報入力時の3D配筋表示

BOXカルバートの設計・3D配筋
(下水道耐震)Ver.14
「下水道基準」に準拠したBOXカルバートの耐震設計プログラム

●新規価格 308,000円（税抜280,000円）
●リリース 2022年11月

水工

3D PDF
電子納品
IFC

SXF3.1

3DA対応

計算・CAD統合

3D配筋対応

下水道耐震設計体験セミナー
日時：2023年04月07日（金） 13：30～16：30

会場：東京本社・各会場（TV会議）／オンライン
参加費：無料
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配水池の耐震設計計算 Ver.10
水道施設耐震工法指針(1997年、2009年、2022年)日本水道協会に準拠し、
配水池の耐震設計計算を行うプログラム

改訂内容

「配水池の耐震設計計算 Ver.10」では、以下の機能追加を行いま
した。
・『水道施設耐震工法指針・解説 2022年版』に対応
・レベル2地震時における安定計算に対応
・耐震性能2および3の照査における耐力照査に対応
各機能についてご紹介します。

『水道施設耐震工法指針・解説 2022年版』に対応

本ソフトウェアが主たる適用基準としている『水道施設耐震工法指
針・解説』が約13年ぶりに改訂されました。それに伴い、下記の(1)～
(3)に対応しました。
(1)Engineer's Studio®のソルバーを用いた動的非線形解析に対応
Engineer's Studio®のソルバーを用いて地上構造物および地中

構造物ともに構造物の挙動のみに着目した二次元フレームモデル(図
1)を構築し、動的非線形解析を行う機能を追加しました。節点やフ
レーム要素は、静的非線形解析と同様にコンクリートと鉄筋から構成
される断面を設定しますが、さらに動的非線形解析のために動的質
量を設定します。地盤に関しては、静的非線形解析と同様に地盤ば
ねとして設定します。地震時の荷重は、その荷重値を計算してフレー
ムにシーケンス荷重として載荷するのではなく、節点質量にその荷重
値を加算し、地震波を支点全体に作用する形式で与えることで載荷
します。

図1　構造物の挙動のみに着目した二次元フレームモデルの例

(2)要求性能「危機耐性」への対応に伴う耐震性能の複数選択に対応
これまで施設の重要度の区分に応じて検討が必要な設計地震動
および限界状態が定められていましたが、「使用性」「復旧性」「安全
性」に次ぐ第4の要求性能「危機耐性」が追加されたことにより、想定
される被災状況(被災シナリオ)に応じて複数の設計地震動および限
界状態を同時に検討する必要が出てきました。それに応じて、本ソフ
トウェアでは、既に複数の設計地震動を選択できるため、複数の限界
状態に対する検討が可能になるように耐震性能の複数選択に対応し
ました。なお、この耐震性能は、『水道施設耐震工法指針・解説 2009
年版』P.118の表3.4.2に記載されているもので、耐震性能1の限界
状態は限界状態1というように限界状態を内包しています。

表1　重要度の区分の要求性能に対する照査に用いる設計地震動と限界状態
出典:水道施設耐震工法指針・解説 2022年版 Ⅰ本編 P.24 表3.1.3

重要度の
区分 要求性能

設計地震動 限界状態
レベル1 レベル2 限界状態1 限界状態2 限界状態3

ランクA1
使用性 O ー O ー ー
復旧性 ー O ー O ー
安全性 ー O ー ー O

ランクA2
使用性 O ー O ー ー
復旧性 ー ー ー ー ー
安全性 ー O ー ー O

ランクB
使用性 ー ー ー ー ー
復旧性 O ー ー O ー
安全性 O ー ー ー O

(3)伸縮目地および取り合い管路の照査に対応
伸縮目地および取り合い管路は、過去の地震によって多くの被害

が報告されており、施設機能を確保するために耐震設計上の配慮が
必要です。そこで、伸縮目地および取り合い管路の変位量照査に対応
しました。「(1)Engineer’s Studio®のソルバーを用いた動的非線形
解析」によって伸縮目地および取り合い管路の設置位置における躯
体の変位量を求め、その変位量と許容変位量を比較します。

レベル2地震時における安定計算に対応

レベル2地震時の安定計算は、その必要性や具体的な照査方法につ
いて『水道施設耐震工法指針・解説』に記載がありませんが、以前より多
くのご要望を頂いているため対応を行いました。レベル2地震時は、レベ
ル1地震時と比較して設計水平震度が大きくなるため、水平方向の作用
荷重値も大きくなり、より厳しい条件になります。各照査の安全率は、指
針等に記載がないため、レベル1地震時の値をデフォルトとしています。

耐震性能2および3の照査における耐力照査に対応

耐震性能2および3の照査は、曲率照査にのみ対応していましたが、
新たに耐力照査に対応しました。耐震性能2における耐力式(図2)は、
終局耐力を用いる式と降伏耐力を用いる式から選択できるようにしま
した。耐震性能3における耐力照査式(図3)のうち、「φu＜φd」の判定
は、既に曲げ耐力を参照しているため、判定をそのままとしました。

図2　耐震性能2における耐力照査式

図3　耐震性能3における耐力照査式

水工

●新規価格 605,000円（税抜550,000円）
●リリース 2022年12月

3DA対応

3D PDF

電子納品
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等流・不等流の計算・3DCAD Ver.10
等流の計算 Ver.8
レベル1，1a，2，2a，3の等流・不等流計算

改訂内容

今回の改訂では、主に下記の対応を行いました。
・用水路、排水路の壁高計算機能を追加
・任意開断面、任意閉断面に円弧要素を追加
・断面の種類に「アーチ矩形」を追加
これらの機能についてご紹介します。

用水路、排水路の壁高計算機能

等流計算機能に用水路、排水路の壁高計算機能を追加しまし
た。「土地改良事業計画設計基準 設計『水路工』基準書・技術
書 平成26年3月」の「6.6.3 水路余裕高の算定方法」の図-6.6.2、
6.6.3(P.234～235)に記載されている水路壁高決定のフローチャート
に従って壁高を計算します。
入力画面を図1に示します。円形、馬蹄形以外の断面で計算可能

です。各断面ごとに、複数の計算ケースを追加することができます。
計算ケース毎に、設計流量や縦断勾配等の値と、水路の用途や種
類、および「水路余裕高決定のための着眼点」等フローチャートの分
岐条件を設定します。計算を実行すると、壁高が算出されます。

図1　用水路、排水路の壁高計算用入力画面

「水面動揺に対する余裕hw」は、フローチャートでは「0.05～
0.10m」等のように範囲を規定しています。本製品では「最大値」、
「最小値」、「直接指定」からの選択としました。設計条件により決定
された範囲が「0.05～0.10m」のとき、「最大値」を選択した場合は
hw＝0.10m、「最小値」を選択した場合はhw＝0.05mとします。「直
接指定」のとき、直接指定した値が範囲内であればその値を使用し
ますが、範囲外の場合は最も近い範囲内の値に設定されます。例え
ば設計条件により決定された範囲が「0.05～0.10m」で直接指定値
が0.15mの場合は、hw＝0.10mとします。

任意開断面、任意閉断面に円弧要素を追加

任意開断面、任意閉断面はX、Y座標を入力して定義しています
が、Ver.10では図2のように半径Rの入力列を追加しました。半径R
は、始点(No.1の行)と終点(最後の行)以外について指定することがで
きます。No.2の半径Rを1.000mとすると、No.1-2、No.2-3の直線を、
その2直線に接する半径1mの円弧で連結した形状として定義します。
 円弧要素が設定されている場合も、計算区間を設定したり、平均
流速公式レベル3の樹木群を定義することが可能です。

図2　任意開断面入力画面

図3　レベル3の計算結果水位図

アーチ矩形断面の追加

断面追加時の形状の種類に、「アーチ矩形」、「アーチ矩形(イン
バート付)」を追加しました。放水路トンネルや送水路では、側面に接
しない頂版円弧をもつ形状があり、これを定義することが可能になり
ました。

図4　アーチ矩形の形状

アーチ矩形 アーチ矩形(インバート付)

水工

●新規価格 184,800円（税抜168,000円）
●リリース 2022年12月

3D PDF

電子納品

河川シリーズ体験セミナー
日時：2023年04月25日（火） 13：30～16：30

会場：東京本社・各会場（TV会議）／オンライン
参加費：無料
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●新規価格 Standard：660,000 円（税抜 600,000 円）
　　　　　Lite：330,000 円（税抜 300,000 円）
●リリース 2022 年 12月

UC-1 Engineer's Suite 積算 Ver.9
連携により積算を簡単サポート

Ver.9の改訂内容

「UC-1 Engineer's Suite 積算 Ver.9」では、主に下記の機能拡張
を行いました。
(1)作業日当り標準作業量に対応
(2)概算工費(簡易版)拡張(逆T型擁壁，L型擁壁)
(3)土木工事積算基準(黄本)/土木工事標準積算基準書(赤本) 令
　　和4年対応

作業日当り標準作業量に対応

「令和4年度作業日当り標準作業量」及び「国土交通省土木工事標
準積算基準書」(赤本)に規定される日当り作業量の算定に対応しまし
た。入力画面および総括表出力時に、歩掛に基づいた日当り作業量
及び該当工種における作業日数を表示・出力します。

図1　日当り作業量画面

また、国土交通省が提供する工程表作成支援ツール「工期設定支
援システムVer.2.0」に対して、本機能で算定した日当り作業量の情
報を付加した「工程計画情報CSV(簡易版)」のエクスポートにも対応
しています。
本機能に対応したことにより、UC-1製品からの数量連携(※)、本製
品での概算工費算出及び作業日数の算出、「工期設定支援システム
Ver.2.0」における工程表作成といった一連の流れを手軽に行うこと
ができます。
※「擁壁の設計・3D配筋」，「BOXカルバートの設計・3D配筋」，「橋脚の設計・

　　  3D配筋」，「橋台の設計・3D配筋」が対応。

図2　UC-1製品-積算-工期設定支援システム連携

概算工費(簡易版)拡張(逆T型擁壁，L型擁壁)

概算工費(簡易版)は、土木コンサルタントのユーザ様が設計予備
段階における概算工費を算定する時に使用していただくことを想定
しています。簡単な形状寸法と鉄筋段数等を指定して、コンクリート
体積，鉄筋，型枠，足場工，掘削等の数量を算出し、各項目単価を乗
じて全体の概算工費を簡単に作成できます。

概算工費(簡易版)の機能は、既存形状として「上部工，逆T式橋
台，重力式橋台，橋脚 梁幅≧柱幅，橋脚 柱幅＞梁幅」を用意してい
ますが、Ver.9では擁壁の2つのタイプ「逆T型擁壁，L型擁壁」を新た
に追加します(図3)。既存構造物と同様の手順で、擁壁の概算工費の
算定や数量算出過程が出力できます(図4,5)。

図3　逆T型擁壁とL型擁壁の追加形状

図4　擁壁の概算工費 図5　擁壁の概算工費(数量内訳)

土木工事積算基準(黄本)/　　　　　　　　　　　
土木工事標準積算基準書(赤本) 令和4年対応

令和4年の黄本及び赤本の改定では、一般管理費率が変更されま
した。また、大規模災害における復興係数・復興歩掛は、被災地での
間接工事費の支出増大や工事量の増大による資材やダンプトラック
等の不足から作業効率が低下する実態を踏まえ復興事業の円滑化を
目的に改定されました。岩手・宮城・福島県内の共通仮設費補正率は
1.5、現場管理費の補正率は1.2、熊本・広島県内の共通仮設費補正
率は1.1、現場管理費の補正率は1.1になりました。

500万円以下 500万円超え30億円以下 30億円超え

22.72％ -5.48972×LOG(CP)+59.4977 7.47％

500万円以下 500万円超え30億円以下 30億円超え

23.57％ -4.97802×LOG(CP)+56.92101 9.74％

表1　一般管理費率の改定 CP:工事原価(単位 円)

令和3年

令和4年

その他の対応項目

Ver.9では、今回紹介した項目以外にも、以下の機能改善及び拡
張を行っています。
　・直接工事費の基礎単価自動更新
　・出力機能拡張(基本条件出力、A4縦出力、金額0円出力有無設定)
　・行属性「集計」対応

Suite

電子納品

スイート積算体験セミナー
日時：2023年02月21日（火） 13：30～16：30

会場：東京本社・各会場（TV会議）／オンライン
参加費：無料
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●新規価格 205,700円（税抜187,000円）
●リリース 2022年12月

橋梁長寿命化修繕計画策定支援
システム Ver.6
道路橋の長寿命化修繕計画の作成を行うプログラム

はじめに

本製品は「道路橋の計画的管理に関する調査研究」、「道路アセッ
トマネジメントハンドブック」に準拠した道路橋の長寿命化修繕計画
の作成を行うプログラムです。台帳による橋梁ごとの情報管理・点検
結果に基づいた補修工事の内容・概算工費・対応時期、また、選択対
象の橋梁における優先順位の検討が行えます。
国土交通省のインフラ長寿命化計画(行動計画)では、「維持管理・更

新等に係る費用の縮減、平準化を図り、必要な予算の確保を進めてい
くためには、中長期的な将来の見通しを把握し、それを一つの目安とし
て、戦略を立案し、必要な取組を進めていくことが重要」とあることから
修繕計画支援システムの需要が高まっています。
今回の改定では、操作性向上のためインターフェイスを見直し、更に

日 数々多く寄せられるご要望の中から、『点検費を考慮した補修費の計
上』、『補修費・点検費の円／千円単位切替』機能への対応を行いました。

インターフェイス改善

入力インターフェイスの構成を大幅に見直し、システムユーザビリ
ティの向上を図りました。全体的な操作性としては他のUC-1製品と
同様に『処理モード』および『ツリービュー』からの各種入力画面への
アクセスを主軸とした入力システムを採用し統一化を図りました。主
な入力画面につきましては従来のダイアログ形式を排し、メインウィン
ドウ内にて遷移するミニマルな機構を採用しました。また、各種設定
画面の確定につきましては基本的に画面の遷移によって行うため、
橋梁編集→計算条件→橋梁情報管理に至る一連の設定がスムーズ
に行えます。設定の核となる橋梁編集画面につきましては、従来の設
定項目に加え『回帰曲線』、『健全度』グラフを配置したことで、同一
画面内で当該橋梁に関する全ての設定・確認が可能となりユーザビ
リティが向上しました。また、国土地理院地図を採用した橋梁の位置
情報は、航空写真をデフォルトとした『橋梁情報管理』システムとし
て専用の画面を設けることで、健全度の傾向から地域ごとの特性が
把握できると共に、修繕を優先する橋梁の検討などの管理・確認が可
能となりました。

図1　橋梁編集

図3-1　橋梁情報管理 図3-2　橋梁情報管理(サムネイルあり)

図2　計算条件

点検費用を考慮した補修費用計上への対応

点検費を考慮した補修費の計上に対応しました。これにより、「点
検年間隔」、「点検費」、「伸び率」を点検費用ケースとして登録する
ことで道路橋ごとに異なる点検費用の適用が可能となり、地域に応
じた点検費を考慮したトータル的な修繕計画をご検討いただけま
す。また、「伸び率」を設定することで、経済情勢を考慮した精度の高
い修繕計画も可能となります。なお、実際の点検費につきましては補
修費とは別計上とするため、平準化により費用が均されることなく、
設定された「点検年間隔」ごとに計上する仕組みを導入しています。

図6　修繕費の予測グラフ 図7　計算書(点検費考慮)例

図4　点検費用ケース登録画面

図5　点検費の設定

補修費用・点検費用の円／千円単位切替への対応

各種補修費用、点検費用の単位切替に対応しました。これにより、
補修費用の予測グラフ、計算書の橋梁別・全橋梁の補修費用一覧お
いて設定された単位にて補修費用・点検費用を表記します。例えば、
単位を「円」と設定することで１円単位での各種修繕費用、点検費用
が求まることから、より詳細な修繕計画の立案が可能になります。ま
た、単位切替により概算／詳細の修繕計画検討も容易に行えます。

図8　修繕費用単位 図9　計算書(単位切替)例

おわりに

今後も利便性の向上を目的とした様々な機能改善や機能拡張を
行ってまいります。
どうぞご期待ください。

維持管理・地震リスク

橋梁長寿命化・維持管理体験セミナー
日時：2023年03月03日（金） 13：30～16：30

会場：東京本社・各会場（TV会議）／オンライン
参加費：無料
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UC-1 Cloud FRAMEマネージャ
面内荷重・面外荷重・活荷重などに対して、平面骨組みモデル化された
任意構造物の断面力、反力、変位を算出するための構造解析プログラム

製品の特長

新たに「UC-1 Cloud FRAMEマネージャ」をリリースしました。先駆け

てリリースしている「UC-1 Cloud 自動設計 RC断面計算」とのファイル連

携に対応し、RC断面計算で作成した断面データをFRAMEマネージャで

使用する登録断面機能、FRAMEマネージャで算出した断面力をRC断面

計算用にエクスポートするRC連動機能をサポートしています。

図1　Cloud製品間のファイル連携

本シリーズはインストール不要のWebアプリケーションで、インターネッ

トに接続できる環境があればどこでもご利用いただけます。その他にも、

クラウド利用による様 な々メリットがあります。

・PCやタブレット等のマルチデバイス、マルチブラウザで快適に利用可能

・ユーザアカウント毎の環境設定に対応し、別々の端末でも同様のサー

　 ビスが利用可能

・クラウドサーバでデータファイルを管理

・複数ライセンス、マルチユーザでの利用が可能

自動設計

「UC-1 Cloud 自動設計 RC断面計算」では、全ての照査結果がOKと

なる配筋量、補強量を自動設定する自動設計機能に対応しています。さら

に、登録断面機能、RC連動機能を用いて本製品と連携することにより、

FRAMEの断面力結果を用いた自動設計を容易に行えます。また、本製品

では構造物のモデル化をサポートする補助機能として、テンプレート生成

機能、スケルトンジェネレート機能にも対応しました。

図2　製品連携と自動設計

(1)登録断面機能

　計算した断面データを登録断面データとして保存する機能に対応し

　　ました。登録断面データには、断面形状、断面諸量、配筋状態が保存

　　されます。また、1つの登録断面データファイルに複数の断面データを

　　登録することが可能です。本製品では登録断面データのインポート

　　に対応し、部材断面に使用する断面データを選択できます。

(2)RC連動機能

　本製品で算出した断面力を「UC-1 Cloud 自動設計 RC断面計算」

　　のデータファイルとしてエクスポートする機能に対応しました。連動

　　する部材と荷重ケースを選択することで、断面力ケースを自動生成し

　　た「UC-1 Cloud 自動設計 RC断面計算」のデータファイルを新規作

　　成します。さらに、連動部材の断面データに登録断面を使用している

　　場合は、断面形状と配筋状態も引き継がれます。本機能により、FRAME

　　で算出した断面力を用いてRC断面計算で応力度計算を行う際のモ

　　デル化作業を大幅に効率化することが可能です。

(3)解析補助機能

　モデル化をサポートする補助機能として、テンプレート生成機能、ス

　　ケルトンジェネレート機能に対応しました。テンプレート生成機能で

　　は5パターンのテンプレート形状を用意し、寸法や分割数の簡易な入

　　力からモデルの初期形状を自動生成します。スケルトンジェネレート

　　機能では、格点間の直線や放物線、円弧部の部材を簡易な入力によ

　　り自動生成します。特に、放物線や円弧部の部材は直線近似して入

　　力する必要がありますが、本機能を利用することにより、設定した分

　　割数に従って直線近似された骨組みモデルを容易に作成することが

　　可能です。

図3　断面データの登録(RC断面計算) 図4　複数断面のインポート

補助機能 対応形状

テンプレート
試作形状 / ラーメン橋
ボックスカルバート
トンネル / トラス

スケルトンジェネレート
直線(両端格点)
直線(始端格点+線分長)
放物線 / 円弧

表1　補助機能の対応形状

図5　テンプレート生成

計算仕様

本製品では、UC-1シリーズ「FRAMEマネージャ」と同様に、面内解

析、面外解析、IL解析、結果集計機能に対応しています。一般的な構造モ

デルの他、分布ばね部材、剛域部材、二重格点構造(ばね挿入可)、傾斜

支点、連成ばね支点をご利用いただけます。

計算オプション 使用可能な荷重

面内解析 分布荷重、集中荷重、格点集中荷重、温度荷重、プレス
トレス荷重、支点強制変位

面外解析 分布荷重、集中荷重、格点集中荷重、支点強制変位、プ
レストレス荷重

IL解析 線荷重、L荷重、T荷重、連行荷重

結果集計 面内解析結果とIL解析結果の足し合わせが可能

表2　計算機能

UC-1 Cloud

●新規価格 308,000円（税抜280,000円）
●リリース 2022年12月
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NEW ARRIVALNEW ARRIVALNEEEEEEWWWWWWW AAAAAAARRRRRRRRRIVVVVAAAAAAALLLLLNEEEEEEEWWWWWWW AAAAAAARRRRRRRRRIVVVVAAAAAAALLLLLL新製品／新バージョン情報

シミュレーション（UC-win/Road、VR-CloudⓇ）

／

UC-win/Road 自動運転・ADAS
パッケージオプション

新規： \3,850,000（税抜\3,500,000）

以下の5つの機能に対応しました。
・車両制御
・車両周辺検知
・運転情報入出力
・カメラセンサー
・DSコース変換

'22.12.01

CG・VR

／

Shade3D Ver.23

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）

・道路や鉄道の路線に使用される形状である「道路線形」に対応
・モーフターゲットによるポリゴンメッシュの変形、合成に対応
・一つのシーンでの複数のキーフレームアニメーションを保持するマルチタイムライン対応
・サーフェスリプリケータ 干渉回避対応
・ポリゴンメッシュの「円」作成ツールを追加
・ポリゴンメッシュの「円柱」作成ツールに「底面を扇状に分割」オプションを追加
・ユーザが機能を自由に登録できるコマンドパレットに、プリセットの複数登録と切り替え機能
・シェーディング表示や図面を選択するクイックメニューの内容を刷新
・BIM/CIM設計照査ツール：IFC入力 3D配筋CAD連携 設計照査情報対応

'22.07.29

Shade3D SDK Ver.2

新規： \88,000（税抜\80,000）

・スイープ曲面作成の追加
・自由曲面パートとスイープ曲面属性に関連した関数の追加
・一部の関数を廃止
・図形ウィンドウで使用するテクスチャサイズを取得、設定する関数の変更（opengl_texture_
size→fi gure_window_texture_size）

'22.08.17

FEM解析

／

FEMLEEG Ver.12

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）

・施工解析の全ステージ一括実行機能
・線・面の投影面への押し出し機能
・投影コピー機能
・タグ付けした節点・要素による結果参照機能
・DXF Layerからのエッジグループ生成機能

'22.09.05

橋梁上部工

／

連続合成桁の概略設計計算
（部分係数法・H29道示対応）

新規 ： \462,000（税抜\420,000）

・「道路橋示方書・同解説（平成29年11月）」（日本道路協会）に対応 '22.09.29

落橋防止システムの設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応）

新規 ： \154,000（税抜\140,000）

・図面対応
・3Dモデル表示対応
・3Dアトリビュート、3Dアノテーション対応

'22.09.30

橋梁下部工

／

橋台の設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応） Ver.6

新規 ： \363,000（税抜\330,000）

・落橋防止作動時の安定照査、部材照査に対応
・A1橋台、A2橋台の簡易入力に対応
・杭列数の制限を緩和(最大100列)
・直接基礎の鉛直支持力の指定拡張

'22.09.30

は新製品です※2021年4月からの消費税総額表示義務化に伴い、価格表記を「税抜」から「税込」へ移行しております
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橋梁下部工

／

橋脚の設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応） Ver.6

新規 ： \396,000（税抜\360,000）

・鋼管矢板基礎リアルタイム連動
・震度連携機能拡張
・はり設計機能拡張

'22.09.30

震度算出（支承設計）
（部分係数法・H29道示対応） Ver.6

新規 ： \256,300（税抜\233,000）

・永続、変動作用時の免震支承の等価剛性算定に対応
・下部構造形状入力において、杭基礎の軸方向ばね算定に対応
・下部構造プロダクト連携機能を強化

'22.09.30

基礎工

／

基礎の設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応） Ver.6

新規（Advanced） ： \517,000（税抜\470,000）

新規（Standard） ： \408,100（税抜\371,000）

新規（Lite） ： \264,000（税抜\240,000）

・ケーソン基礎：設計例（日本圧気技術協会）に対応
・杭基礎：コンクリート打設工法に対応
・杭基礎、鋼管矢板基礎：設計調書改良

'22.08.05

道路土工 

／

斜面の安定計算 Ver.14

新規（Advanced） ： \435,600（税抜\396,000）

新規（Standard） ： \394,900（税抜\359,000）

新規（Lite） ： \312,400（税抜\284,000）

・「宅地防災マニュアル」対応（盛土のり面の安定性の検討および軟弱地盤対策の検討）
・LandXMLを用いた計算対象範囲生成機能対応
・各種対策工法機能改善・拡張
・各種計算書改善・拡張

'22.08.25

BOXカルバートの設計・3D配筋 Ver.21

新規（Advanced） ： \396,000（税抜\360,000）

新規（Standard） ： \319,000（税抜\290,000）

新規（Lite） ： \217,800（税抜\198,000）

レベル2地震時照査項目追加
・隅角部の照査
・中壁及び中柱の破壊形態の照査
・隅角部の層間変形角の照査

'22.08.31

控え壁式擁壁の設計計算 Ver.9　▶P.72

新規 ： \173,800（税抜\158,000）

・宅地防災マニュアル(令和4年2月版)に対応
・64bit対応

'22.12

水工 

／

マンホールの設計・3D配筋 Ver.9

 新規 : ¥275,000（税抜\250,000）

・集水桝の安定計算拡張（土砂形状拡張、受働土圧の適用）
・集水桝頂版への載荷荷重指定対応
・マンホール耐震計算における地盤変位算出の水道基準対応
・開口部の一端固定他端単純支持モデルに対応
・図面作成時の矩形頂版の開口数拡張、円形側壁の開口位置任意指定対応　　・64bit対応

'22.07.29

柔構造樋門の設計・3D配筋 Ver.16

 新規 : ¥462,000（税抜\420,000）

・沈下量計算時の堤防盛土荷重スライス機能拡張
・剛支持モデルでの沈下量算出
・門柱の計算結果一覧表出力改善
・本体横方向の鉛直土圧係数算定条件機能拡張
・縦方向：微小な分布荷重による計算誤差対応

'22.09.30

BOXカルバートの設計・3D配筋
（下水道耐震） Ver.14　▶P.73

新規： \308,000（税抜\280,000）

・図面(dxfファイル)からの形状設定に対応
・3Dアトリビュート(属性表示)対応
・配筋の本数入力対応
・開きょ（縦方向現場打ち）の継手部の照査対応

'22.11.30
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配水池の耐震設計計算 Ver.10　▶P.74

新規： \605,000（税抜\550,000）

・水道施設耐震工法指針・解説 2022年版に対応
・レベル2地震時における安定計算に対応
・耐震性能2および3の照査における耐力照査に対応
・任意の断面照査位置の入力上限数を拡張

'22.12

等流・不等流の計算・3DCAD Ver.10
▶P.75

新規 ： \184,800（税抜\168,000）

・円弧付任意形状対応
・水路壁高決定機能追加
・放水路トンネル形状追加
・不等流計算結果一覧表改善
・64bit対応

'22.12

CAD/CIM

／

電子納品支援ツール（機械設備工事対応）
Ver.9

新規 ： ¥140,800（税抜\128,000）

国土交通省の以下の基準に対応
・土木設計業務等の電子納品要領 機械設備工事編 本編・同解説（H31.3）
・工事完成図書の電子納品等要領 機械設備工事編 本編・同解説（H31.3）
・CAD製図基準 機械設備工事編（H29.3）
・デジタル写真管理情報基準（R2.3）
・測量成果電子納品要領（R3.3）
BIM/CIM関連の以下の基準に対応
・BIM/CIMモデル等電子納品要領（案）及び同解説（R2.3）
・TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）（R2.3）
　他全17要領に対応

'22.07.05

UC-1 BIM/CIMツール 

新規 ： ¥193,600（税抜\176,000）

3D統合モデルの作成プログラム
・パラメトリック入力による上部工，下部工，土工構造物の3Dモデル作成、縦断線形設定、配置
・設計計算書、図面、写真、UC-1シリーズ設計データ等々のリンク機能
・構造物の任意断面表示、距離・面積・体積表示機能
・IFCファイルインポート・エクスポート、属性情報の表示機能
・LandXMLインポート・エクスポート、地形編集機能
・パラメトリック、IFC、LandXML統合モデルのエクスポート機能

'22.11.24

CAD/CIM

／

UC-1 Engineer's Suite 積算 Ver.9　▶P.76

新規（Standard） ： \660,000（税抜\600,000）

新規（Lite） ： \330,000（税抜\300,000）

・作業日当り標準作業量に対応
・概算工費(簡易版)拡張 逆T型擁壁/L型擁壁を追加
・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(令和4年)に対応
・新土木積算体系(令和4年)

'22.12

維持管理・地震リスク

／

橋梁長寿命化修繕計画策定支援システム
Ver.6　▶P.77

新規 ： ¥205,700（税抜\187,000）

・インターフェイス改善
・点検費用を考慮した補修費用計上への対応
・補修費用・点検費用の円／千円単位切替への対応

'22.12

Suite ／スイート

／

スイートデータ消去 Ver.2

新規 ： \198,000（税抜\180,000）

・消去履歴管理機能の対応
・消去履歴のインポート／エクスポート機能の対応
・モバイル端末からの操作にも対応

'22.09.16

Suite ／スイート

／

スイート千鳥エンジン® Ver.2

新規 ： \88,000（税抜\80,000）

[Windows、iOS共通]
・シーンサンプルを追加
[Windows版]
・スイート千鳥エンジンエディターを追加
・猫とラビリンスのソースコードを追加
・動画変換ツールを更新し、変換後の動画データのサイズやフレームレートなどを指定可能に

'22.10.04
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UC-1Cloud 自動設計シリーズ

／

RC断面計算 

新規： \193,600（税抜\176,000）

・自動配筋機能、補強設計機能に対応し、照査結果がOKとなる鉄筋、補強材の自動設定が可能
・「RC断面計算（旧基準）」用データ形式でのエクスポートが可能
・クラウドサーバによるデータファイル管理に対応

'22.07.29

仮設構台 

新規： \193,600（税抜\176,000）

・自動設計機能による支柱杭間隔や架構間隔の決定、各部材の使用鋼材の自動選定などが可能
・概略的な計算結果を元にした「仮設構台の設計・3CAD」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

'22.08.31

FRAMEマネージャ 　▶P.78

新規： \308,000（税抜\280,000）

・UC-1 Cloud 自動設計 RC断面計算との連携に対応
・モデル化の補助機能を用いることで簡易な入力によるモデル生成が可能
・クラウドサーバによるデータファイル管理に対応

'22.12

サポート／サービス

／

Shade3D CG入力支援サービス

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

Shade3D 素材データ集

価格：\19,800（税抜\18,000）

一部はShade3D Standard以上の

サブスクリプション所有ユーザに無償公開

・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

'22.01.05

クラウド基盤開発サービス   

  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

サブスクリプション基盤開発サービス 

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

スイート会計入力支援サービス

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

ファイル転送サービス Ver.2

 FORUM8ユーザは無料で使用可能

・ファイル転送サービスのサイトを刷新
・最大10GBのファイルアップロードに対応

'22.01.24

FORUM8ランチャー

FORUM8ユーザは無料で使用可能

・新しい問い合わせ方法、CHATシステムのサポート
・問い合わせ支援ツールの改訂と統合
・クリッカブルマップのデザイン更新

ー

組込システム・マイコンソフトウェア開発
サービス

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

ウルトラマイクロデータセンター Ⓡ

（UMDC）Ver.4　　　    　
  価格 ： 別途見積

・電源ユニット設計改善
・ケース改訂（GPUロングボード対応、冷却フレーム変更）

ー

Arcbazar+ProjectVR 

  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
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3DA対応 ・新道示出版に合わせ、対象製品を順次改訂 順次

UC-Draw 3DCAD ・3DCAD化
・DXF/DWG読み込み改善
・操作性改善

'23.01

建築杭基礎の設計計算 Ver.9 ・「基礎部材の強度と変形性能(2022 日本建築学会)」への対応
・杭頭接合部の照査結果　N-M図出力に対応
・パイルキャップ符合の自動設定
・64bit対応

'23.02

小規模河川の氾濫推定計算 ・適用基準「小規模河川の氾濫推定図作成の手引き」（令和２年６月版）
・一次元不等流計算による流下型氾濫、貯留型氾濫の浸水想定図を出力

'23.03

UC-BRIDGE・3DCAD
（部分係数法・H29道示対応）

・3Dモデルの生成
・図面対応
・コンクリートの発現強度の算出機能を拡張
・支点変化による鉄筋拘束力の解放に対応

'23.03

擁壁の設計・3D配筋 Ver.23 ・躯体底面傾斜時の滑動、地盤反力照査(Lite)
・U型内部土圧の試行くさび法対応(Standard)
・天端張出，竪壁切欠き部の土圧計算対応(Advanced)
・天端張出前壁の部材照査(Advanced)

'23.03

BOXカルバートの設計・3D配筋 Ver.22 ・応答震度法対応(Advanced)
・64bit対応

'23.03

FRAME（面内）／マネージャ Ver.7 ・出力機能の改善対応
・RC連動機能の限界状態設計法への対応

'23.03

水道管の計算 Ver.3
・液状化の判定H29道示基準対応
・緩み土圧による検討
・浮上りの検討
・ボーリングXMLデータインポート

'23.03

Geo Engineer's Studio Ver.3
・圧密連成解析に対応 '23.03

Shade3D Ver.24 ・スカルプトモデリング対応
・メタバース対応強化（ボーン構造制作機能強化、VRM入出力対応）
・道路線形強化（縦断線形対応、LandXMLによるデータ交換対応）
・PBRマテリアル強化（追加項目のレンダリング、glTF入出力への反映）
・3Dアノテーション強化
・図面の表示設定インターフェース、カスタムワークスペース強化
・ブロックUIプログラミングツール（別売オプション）
　・児童向け、業務向けインターフェース対応
・BIM/CIM設計照査ツール（別売オプション）
　・IFC4.3対応、編集機能強化

'23.07

UC-win/Road Ver.17 ・Pythonインタフェース追加
・Lane Keep（LKA）機能追加
・リプレイ機能改良
・VISSIM連携強化
・道路モデリング機能改良（アンドゥ・リドゥ機能追加、その他）

'23

インフラデジタルデータベース ・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

'23
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FRAMEマネージャ

新製品紹介 ▶P.78
新規：¥308,000 円（税抜 280,000 円）

FRAMEマネージャ

新たに「UC-1 Cloud FRAMEマネージャ」をリリースしました。先駆けてリリー
スしている「UC-1 Cloud 自動設計 RC 断面計算」とのファイル連携に対応し、
RC 断面計算で作成した断面データを FRAME マネージャで使用する登録断
面機能、FRAMEマネージャで算出した断面力をRC断面計算用にエクスポー
トするRC連動機能をサポートしています。

●製品の特長

外出先 会社内

本シリーズはインストール不要の Web アプリケーションで、インターネット
に接続できる環境があればどこでもご利用いただけます。その他にも、ク
ラウド利用による様々なメリットがあります。
・PCやタブレット等のマルチデバイス、マルチブラウザで快適に利用可能
・ユーザアカウント毎の環境設定に対応し、別々の端末でも同様のサービ
　スが利用可能
・クラウドサーバでデータファイルを管理
・複数ライセンス、マルチユーザでの利用が可能

●UC-1 Cloud 自動設計 RC断面計算との連携
「UC-1 Cloud 自動設計 RC 断面計算」では、全ての照査結果が OK となる
配筋量、補強量を自動設定する自動設計機能に対応しています。さらに、
登録断面機能、RC 連動機能を用いて本製品と連携することにより、FRAME 
の断面力結果を用いた自動設計を容易に行うことが可能となります。また、
本製品では構造物のモデル化をサポートする補助機能として、テンプレート
生成機能、スケルトンジェネレート機能にも対応しました。

おにいさん
設計エンジニアの
ユーザさん

おにいさん
設計エンジニアの
ユーザさん

おねえさん
「倉人冴子」（くらうどさえこ）
どうもフォーラムエイトの
社員らしい

おねえさん
「倉人冴子」（くらうどさえこ）
どうもフォーラムエイトの
社員らしい
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■IMO／自動運航船国際ルール案作成合意へ／和歌山県潮岬沖の

推薦航路採択

国際海事機関（IMO）の第106回海上安全委員会（MSC106）がこ

のほど、対面式にてロンドンのIMO本部で開催され、今次会合では

主に、自動運航船（MASS）国際ルールの骨子案作成や、洋上風力・

掘削施設の洋上施設上で作業を行う人員を輸送する船舶の安全基

準の採択等が行われたほか、航行安全・無線通信・捜索救助小委

員会（NCRS）関係で、日本提案の和歌山県潮岬沖における推薦航

路が採択された。ヒューマンエラーに起因する海難事故の減少や船

員労働環境の改善を目指して、わが国を含め世界各国で自動運航船

（MASS）の開発が進められている。本年5月の第105回IMO海上安全

委員会（MSC105）においては、自動運航船の国際ルール策定に向け

て、将来的な義務化を見据えつつ、まず非義務的なものとしてルー

ルを策定していくことに合意し、そのための作業計画・タイムライン等

を示すロードマップを策定した。今次会合では、わが国の提案等に基

づき、ルールの骨子案について原則合意し、今後、自動運航船に係る

セクション（航行、遠隔操船、通信等）ごとに有志国で起草作業を行っ

たうえで、引き続き、会期作業部会において議論を進めていくことに

合意するとともに、共同部会を来年2回開催することにも合意した。

洋上施設上で作業を行う人員を輸送する船舶の安全基準関係では、

洋上風力・掘削施設等の洋上施設上で作業を行う人員を「産業人員

（Industrial Personnel：IP）」として位置付け、IPに対して安全訓練等の

要件を課すことを条件に、13人以上のIPを貨物船又は高速貨物船に

よって輸送することを可能とするため、SOLAS条約附属書に新章とし

て第XV章の追加等の改正を行う。今後は、潮岬沖推薦航路における

航行ルールを、船舶運航者をはじめ全ての海域利用者に対し十分な

期間をかけ周知を図っていく考え。同推薦航路は、海図上に航路の中

心線、航行方向が記されるほか、航路の西端位置、東端位置及び適

用海域の範囲を示す位置にバーチャルAIS航路標識のシンボルマー

クが記載される。（2022．11．25／4面）

■NECなど／衛星SARからの「標高モニタリング技術」を開発

オリエンタルコンサルタンツ（東京都渋谷区、野崎秀則社長）とNEC

は共同で、衛星SAR（衛星から地球の地表面にマイクロ波を照射し、

その反射波を受信して画像を生成する技術）で取得したデータから標

高をモニタリングする技術を開発した。 この解析技術は、11月1日現

在、特許出願中。両社は、広範性・周期性を特長とする 衛星SAR に

着目し、これまで経時変位（時系列差分干渉解析）として利用されてき

た技術を発展させ、標高とこれを基に体積を算出する解析手法を確

立し、土砂移動量などの算出をより安価でタイムリーにモニタリング

する技術を開発した。衛星SARで撮像したデータを解析して対象エリ

アの標高を面的に算出する。次に、土砂移動後の撮像データの解析

を行い、面的な高さを算出する。この2つの面的高さデータを差分解

析することで、土砂移動量の算出を実現する。同技術を活用すること

で、流域内における土砂の経時変化を体積として把握することが可能

となるため、定量的な土砂量と、いつ・どこで生産土砂量が発生した

かなどの客観的事実に基づいて、様々な対策立案ができるようにな

る。例えば、土砂堆積によって生じる河積阻害、土砂堆積速度の推定

に基づく砂防堰堤の計画的な除石計画の立案など、これまで定量的

な予測・計画が難しかった事象の定量化に活用できる。（2022.11.11

／2面）

■気象庁／長周期地震動対応の防災気象情報強化／来年2月1日

から迅速な観測発表

気象庁地震火山部によると、令和5年2月1日から、緊急地震速報の

発表基準に長周期地震動階級を追加するとともに、長周期地震動に

関する観測情報の発表を迅速化することとなった。長周期地震動と

は、大きな地震で生じるゆっくりとした大きな揺れ（周期が長い揺れ）の

ことを言う。高層ビルなどでは、長周期地震動により大きく長時間揺れ

続けることがあるが、今般、長周期地震動による被害の軽減に役立つ

ため、防災気象情報の強化を行うことにしたもので、これに伴い気象庁

HPの長期地震動のページを順次リニューアルし、より分かりやすく広く

国民に伝える。【長周期地震動に関する予報情報（緊急地震速報の改

善）】これまで緊急地震地震速報は、震度5弱以上を予想した場合、及

び震度4以上を予想した地域を対象に発表していた。今後は、発表条

件に長周期地震動階級の予測値を追加して提供することとし、長周期

地震動階級3以上を予測した場合でも、緊急地震速報（警報）を発表す

る。緊急地震速報（予報）の発表条件には、長周期地震動階級1以上を

予測した場合を追加する。【長周期地震動に関する観測情報】高層ビ

ル等で被害をもたらす長周期地震動への対応として、「長周期地震動

階級」を知らせる「長周期地震動に関する観測情報」を気象庁HPで提

供中。令和5年2月1日からはオンラインによる配信を開始し、前記のよ

うに現在、地震発生から20～30分程度で提供しているものを10分程度

に迅速化し提供の予定。【長周期地震動階級】震度で表せない長周期

地震動による揺れに対する指標として、平成25年3月に長周期地震動

階級を定めた。長周期地震動階級3～4の揺れでは、家具の転倒・移動

により大きな被害が発生する恐れがあることなどから、緊急地震速報

の基準に加えることにしている。（2022.10..31／4面）

電波タイムズダイジェストVol.33　2022.10 ～2022.11
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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はじめに
昨年12月2日に、「UC-win/Road 自動運転・ADASパッケージ(以

下、本パッケージ)」をリリースしました。本パッケージは3DVRソフト

「UC-win/Road」で使用できる複数のプラグインとアプリケーション

をパッケージングしたものであり、自動運転・ADASの研究に活用でき

ます。本パッケージの概要と構成を図1に示します。今回は「車両周辺

検知プラグイン」および「カメラセンサープラグイン」について説明しま

す。その他機能につきましては、弊社HPをご参照下さい※1。

TCP 通信 UDP通信
自動運転モデル

運転中の入力値を
デバイスへ反映

運転中の車両に情報を外部へ送信。運転中の
車両を、外部からの情報に応じて制御。

運転車両に取り付けたカメラセンサーから
指定したフォーマットで画像送信。

車両運動計算システムとの走行コース情報
の相互変換。

運転中の車両周辺オブジェクトの検知。
外部への送信。

運転中の車両の操舵角、アクセル／ブレーキ
入力値をデバイスへ反映。

車両制御

カメラセンサー DSコース変換

車両周辺検知 運転情報出入力

図1　自動運転・ADASパッケージの概要と構成

車両周辺検知プラグイン

ー 機能の説明 ー

運転中の車両周辺にある他車両などのオブジェクトを検知し、オブ

ジェクトの周りに枠線や指定した情報を表示します。図2では、車両や

歩行者を囲むように枠線と数字が色分けされていますが、これは速度

や運転車両との距離など様 な々変数によって色が変化します。

なお、本プラグインと類似するものとしてオブジェクト検出プラグイ

ンがありますが、モデルの速度や車間距離などの値を指定して表示

させる「指定値表示」、指定値によって枠線と数字の色を変化させる

「指定値による色変化」は車両周辺検知プラグインのみの機能です。

図2　車両周辺検知プラグイン　(図中の数字は走行速度(km/h) )

ー 今後の展望 ー

自動運転のV2X通信（V2V：車車通信、V2P：車歩通信など）のシ

ミュレーションを行えるように、各種通信フォーマットへの拡張を予定

しています。また、各種通信フォーマットを考慮して、運転中の車両周

辺にある他車両などのオブジェクトを検知し、オブジェクトの情報を外

部へ送信する機能を充実させていきます。

カメラセンサープラグイン

ー 機能の説明 ー

UC-win/Roadの標準機能では、VR空間内の自由な場所にカメラ

を配置できます。図3のように複数のカメラを設置することも可能で

す。図4ではカスタムシェーダーサンプルレンダラーを使用してセグ

メンテーション化した映像※2であり、AIの画像認識学習にも使用で

きます。また、図5ではカメラセンサー基本プラグインを使用してお

り、現実のカメラ映像のような、歪みのある映像を生成しています。

本連載は、「システム開発」をテーマとしたコーナーです。フォーラムエイトのシステム開発の実績にもとづいて、毎回さまざまなトピックを紹

介していきます。第21回は、車両周辺検知機能、カメラセンサー機能について解説いたします。

UC-win/Road 自動運転・ADASパッケージのご紹介
ー車両周辺検知機能、カメラセンサー機能についてー

システム開発ニュース2121

表1　オブジェクト検出プラグインとの比較

項目 車両周辺検知プラグイン オブジェクト検出プラグイン
オブジェクト検出
（静的オブジェクト）

ー ○

オブジェクト検出
（動的オブジェクト）

○ ○

オブジェクト検出
（モデルグループ）

ー ○

指定値表示 ○ ー

指定値による色変化 ○ ー



システム開発ニュース

Up&Coming140号システム開発ニュース 87

これらの映像は従来UC-win/Road 内で活用していましたが、カメ

ラセンサープラグインによって、新たに汎用的な通信フォーマットで

映像を送信する機能を実現しました(図6)。UC-win/Roadの運転車

両にカメラを設定し、そこから取得できる映像をUDP通信でリアル

タイムに連携システムへ送信可能です。これにより、UC-win/Road 

のカメラ映像を外部のソフトウェアのシミュレーションでご活用いた

だけます。

図3　UC-win/Road基本機能　複数視点からのカメラ映像を生成

図4　オブジェクト選別によるセグメンテーション

3DCGでの透視投影
（理想的な中心投影）

一般的なカメラ
歪曲面が残る

魚眼レンズ
射影方式が異なる

図5　カメラセンサー基本プラグイン　歪あり映像の生成

複数視点の
カメラ映像生成

カメラの歪み
再現

カメラ映像
送信（UDP）

UC-win／Road標準機能+カメラセンサー基本 カメラセンサープラグイン

図6　本プラグインの機能

ー シミュレーション事例 ー

シミュレーション事例を図7に示します。今回はAutowareと連携し

た事例をご紹介します(詳細は本誌Vol.137号のシステム開発ニュー

スに記載)。図中左のCG映像はUC-win/Roadから送られてきたカメラ

映像です。これを元に、Autowareは「truck」や「car」など車両を分類

していきます。右の図はLidarセンサーのシミュレーション画面です。

UC-win／Roadのカメラ映像

図7　Autowareとの連携画面

ー 今後の展望 ー

今後のバージョンアップにて、現実のカメラの特性をより再現でき

るよう改良することを考えています。具体的には、ブラー、ノイズ、ボ

ケなどのレンズの物理現象を再現できるようにする予定です。また、

Lidarセンサーにも対応し、深度情報を外部ソフトウェアに送信できる

よう開発を進めてまいります。

おわりに
今回は自動運転・ADASパッケージのうち、車両周辺検知プラグイ

ンおよびカメラセンサープラグインについてご説明しました。車両周

辺検知プラグインは、速度や車間距離が定量的に表示されるため、表

示の有無によってドライバーの運転がどのように変化するかなど比較

分析が行えます。カメラセンサープラグインは、外部に運転時の映像

を送信できるため、シミュレーション事例で提示したAutowareによる

映像認識以外にも、遠隔地から運転状況を映像で確認するといった

作業にも適用できます。

また、本パッケージはプラグインおよびアプリケーションで構成され

ていますが、環境構築不要でUC-win/Roadがあればすぐにお使いい

ただけます。また、車両や歩行者モデル等の作成は別途データファイ

ルを作成する必要なく、全てGUIで登録・設置できるのもメリットです。

今後も自動運転・ADASの研究開発に役立つ機能を開発してまいり

ます。ご期待下さい。

注釈
※1　製品情報「UC-win/Road 自動運転・ADASパッケージ」

　　  https://www.forum8.co.jp/product/ucwin/road/adas.htm

※2　カスタムシェーダーサンプルレンダラーに関しては、

　　  UC-win／Road Ver.14からサポートされている

　　  https://www.forum8.co.jp/forum8/press/press191105.htm
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本連載は、フォーラムエイトの製品ラインナップに新たに加わった、クラウド会計シリーズ
「スイート建設会計」「スイート法人会計」「スイート給与計算」についてのコーナーです。
フォーラムエイトのクラウド開発チームから製品の機能や関連情報をご紹介します。

Vol.9
スイート法人会計/スイート建設会計
スイート会計シリーズは弊社が提供するスイートERPの会計部分を

担う製品群です。スイート法人会計/スイート建設会計は弥生会計、勘

定奉行から仕訳データを引き継ぐこともできるので、移行もスムーズ

に行うことができます。スイート会計を導入することにより、経費の精

算などの経理処理や登録した仕訳データの出力機能などにより会計

業務の効率化が実現できます。

特にスイート建設会計は弊社の提供するEngineer’s Suite 積算と

の連携が可能となっていて一連のCIMの実現に向けた取り組みを加

速させることができます。

最新版のスイート法人会計/スイート建設会計では、月次比較財務

諸表のCSV出力機能の追加、総勘定元帳の表示画面に新たに決算

区分列を追加し、通常の仕訳と決算仕訳の区別をつけさらに便利にな

りました。

図１ 決算仕訳の区分を追加

スイート給与計算/スイート給与計算-出面管理-
スイート給与計算/スイート給与計算-出面管理-は毎月発生する給料

計算や、給与明細を作成するための製品です。毎年発生する年末調整

にも対応しており源泉徴収票や給料支払報告書を作成します。

最新版では各従業員の月 の々賞与額を表示するための集計機能に

対応し、賞与データのCSV入出力機能を追加しました。毎月の給与

だけでなく賞与の入出力機能も拡充し、より効率的に従業員の給与

データを管理することが可能になりました。

図2 賞与データのCSV入出力機能

図3 賞与集計表

今後の展望について
スイート会計シリーズの今後のアップデート情報について一部ご紹

介します。

スイート法人会計/スイート建設会計は次回のアップデートで仕訳登

録の際に使用する便利なショートカットキーの機能が4つ追加されま

す。一例を挙げますと、金額の入力欄で「,」または「/」キーを押すこと

で、「000」を入力することが可能になります。このようにショートカット

キーを利用することで経理業務の効率化が期待できます。

ショートカットキー 機能詳細

「Ctrl + d」
（Macの場合は「  + d」)

同額入力

…借方金額が入力済みの状態で、貸方金額に

カーソルを合わせてキーを押す。貸方に借方と

同じ金額が入力される。

「Ctrl + d」
（Macの場合は「  + d」)

摘要入力

…借方の摘要が入力済みの状態で、貸方の摘要

にカーソルを合わせてキーを押す。貸方に借方

と同じ摘要が入力される。

「Ctrl + /」
（Macの場合は「  + /」)

貸借の差額入力

…貸借の入力金額に差額がある場合、合計金額

が少ない方でキーを押す。差額分が入力される。

「,」または「/」キー
「000」を入力

…キーを押すと「000」が入力できる。例えば「1」と

入力し、キーを押す。すると「1000」が入力される。

表1 ショートカットの一例

また、次回以降のアップデートではOCR読み込み機能に対応予定

です。OCR(光学文字認識)とは、紙や画像ファイルに書かれている文

字を認識・解析することで、文字情報をデジタル化する技術のことで

す。OCR読み込み機能を使うことで、領収書や請求書、従業員の履
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代表取締役の新宮領社長の豊富な開発経験をバックボーンにソフトウェア開発のコンサル
ティングや開発の受託をおこなう。そのプロフェッショナルな目に認められたのがスイートシ
リーズです。2022年初めより導入いただきました。

株式会社ソフトウェアアドバイザー（東京都東久留米市）
ユーザ
紹介

-スイート給与を導入されたきっかけを教えてください。

「当社はアルバイトも数名います、彼らは毎日出勤するわけではな

いので、給与明細を渡すことが煩雑になっていました。さらにコロナ

禍で在宅制度を採用したので給料日に必ずしも社員も出勤してる

わけではないので同様の問題がありました。

給与明細をペーパーレスにしたいと思って、クラウドの給与計算シ

ステムを探していて、スイート給与計算がベストだと思いました。」

-どのような点が便利になりましたか。

「まずは、IDとpasswordを全社員とアルバイトに発行しています。

彼らは、給与日以降にログインしてもらい、給与明細を確認しても

らっています。パソコンでもスマホでも参照できるので便利です

ね。また過月分も確認できて自分で印字もできるので、給与明細の

再出力の依頼もなくなりましたね。

また、管理者は私だけなく社長にも管理者IDを発行していますの

で、振込前に確認してもらっています。以前は一覧表を印字して決

裁をとっていたのですが、これも楽になりました。給料振込前の忙

しい時期に社長を探す必要がなくなったので（笑）。」

-今後のご計画をお聞かせ下さい

「次の決算後にスイート会計を導入する予定です。現在は、ユー

ザー数NO1のパッケージの会計ソフトを使っていたのですが、これ

をリプレイスします。当社の顧問税理士の先生もスイート会計のこ

とはよくご存じだったのでスムーズに移行できそうです。税理士の

先生にもIDを発行してログインしてもらうので、データを送信したり

訪問しなくても会計処理のチェックをお願いすることができて便利

になるようですね。

スイート会計は、入力用のIDは無制限に発行できるので、社員全員

にIDを発行して経費採算はすべて自分で入力してもらうことにする

予定です。領収書が入力時に添付できるようなので、経費精算がら

くになりますね。別の経費精算のクラウドサービスも検討していた

のですが、当社には不要でした。スイート会計の個人出納帳と経費

精算の機能で十分でした。」

-今後のご要望がありましたらお聞きして開発部に報告させていた

だきますが・・・

「スイート給与を導入させていただいた時に、ヘルプデスクの方々

に親切にご指導をいただいたので大変感謝しております。インボイ

ス制度や電子帳簿保存法の対応で、どんどん機能アップしていくと

聞いていますので、どのような機能を提供いただけるのか楽しみに

しています。私たちのような小規模な企業でも十分使いこなせるシ

ステムを提供していただけ会社として、今後も期待しています。」

歴書、源泉徴収票などをデジタル情報に落とし込むことが可能です。

2022年に電子帳簿保存法の改正を受け、ペーパーレス化が進む中OCRによる証憑の電子化機能は必要不可欠の機能といってよいでしょう。

図4 OCR読み込み機能
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3D・CGによるゲームコンテンツとVR技術の展開

3D・CGコンテンツ事業を展開するゲーム開発グループによる本連載では、
同社のゲームコンテンツ関連技術とUC-w㏌ /RoadのVR技術とのコラボレーションによる新たな展開から、

クリエイター陣による企画・制作のノウハウまで、様々な内容を紹介していきます。

スイート千鳥エンジンエディターの各種機能紹介

概要
スイート千鳥エンジン®は、アカデミー、非商用用途であれば、無料

で利用できる国産ゲームエンジンです。スイート千鳥エンジンエディタ

ーは、スイート千鳥エンジン®の機能をUI（ユーザインタフェース）を通

して使用できるエディターです。2022年10月リリースのスイート千鳥

エンジン®Ver.2から搭載しました。

従来、スイート千鳥エンジン®を使用してアプリを作成する場合は、

コーディングした後、ビルドを実行して、結果を確認していました。

スイート千鳥エンジンエディターでは、UI上でモデルや画像などを

配置したり、表示位置やサイズを調整したりすることができるため、コ

ーディングを行わずに、また、結果をその場で確認しながらアプリを作

成することができます。

なお、アプリの作成には、スイート千鳥エンジン®とVisual Studio 

2019が必要となります。

画面構成について
1. メニュー
プロジェクトの新規作成や保存、読み込み、アプリの出力などを行い

ます。

2. シーンビュー
アプリ画面のプレビューを表示します。

3. オブジェクトリスト
プロジェクトに追加されているシーンやオブジェクトがツリー構造で

表示されます。プロジェクト、シーン、オブジェクトの右クリックメニュー

から、シーンやオブジェクトの追加、削除、名称変更が行えます。

4. プロパティリスト
選択中のシーンやオブジェクト、アセットデータのプロパティが表示

されます。プロパティの変更が行えます。また、シーンやオブジェクトへ

のオブジェクトの追加も行えます。

5. データリスト
プロジェクトに追加されたアセットデータの一覧が表示されます。ア

セットデータは、追加するアセットデータの種類を選択して追加しま

す。 また、右クリックメニューから、アセットフォルダを追加することが

できます。

追加できる要素一覧
スイート千鳥エンジンエディターでは、以下の要素を追加できます。

シーン、カメラ、ライト、モデル、バーテックスバッファ、ビットマップフォ

ント、UIデータのパラメータの変更は、シーンビューにリアルタイムに

反映されます。また、シーン以外の要素（オブジェクト）は親子関係に

できるものがあり、親を非表示にすることで子孫要素も非表示にした

り、親を移動させることで子孫要素を追従して移動させたりすることが

できます。
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図1　画面構成

3.オブジェクト
リスト

5.データ
リスト

1.メニュー

4.プロパティ
リスト

2.シーンビュー
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・シーン
1つの場面を管理する要素で、プロジェクトに複数追加できます。背

景色や環境光（アンビエントライト）の色を設定できます。また、表示非

表示を切り替える機能もあり、アプリの状況に応じて表示したいモデル

やライトなどを切り替える際に活用できます。

・カメラ
透視投影カメラと平行投影カメラに対応しています。複数追加する

ことができますが、プロジェクト全体で1つのみ有効にできます。

・ライト
ディレクショナルライトとスポットライトに対応しています。

・モデル
FBX形式の3Dモデルの表示に対応しています。また、モデルを構

成する部品であるトランスフォームを指定して、モデルを変形（位置移

動、スケール変更、回転）させることが可能です。

・モーション
FBX形式の3Dモデルのアニメーションに対応しています。モデルに

対して追加することができます。ループ再生させるかどうかを指定でき

ます。

・バーテックスバッファ
2Dと3Dのバーテックスバッファに対応しており、テクスチャをシーン

内に表示することができます。2Dはウインドウ上に2Dで表示されるも

ので、UIとして利用できます。3Dはシーンの3D空間内に表示されるも

ので、地面や背景など板状で表現できるものに利用できます。

・パーティクルエフェクト
スイート千鳥エンジン®に同梱しているpapetプラグインで作成した

パーティクルエフェクトデータの再生に対応しています。パーティクル

の放出位置や方向、サイズの変更や、ループ再生させるかどうかを指

定できます。

・ビットマップフォント
スイート千鳥エンジン®に同梱しているビットマップフォント作成ツー

ルで作成したビットマップフォントを表示できます。テキスト内容や表

示位置、文字色を指定できます。

・サウンド
登録再生サウンドとストリーミング再生サウンドに対応しています。

登録再生サウンドはSEとして、ストリーミング再生サウンドはBGMとし

て利用するのに適しています。

・ムービー
Motion JPEG形式のムービーデータの再生に対応しています。な

お、スイート千鳥エンジンに同梱している動画変換ツールで、任意フォ

ーマットのムービーファイルをMotion JPEG形式に変換することがで

きます。

・UIデータ
スイート千鳥エンジン®に同梱している千鳥エディターで作成したUI

データを表示できます。表示位置や色など、いくつかのパラメータはス

イート千鳥エンジンエディター上でも調整することができます。

・アセットデータ
アセットデータはモデルやバーテックスバッファなどのオブジェクトで

使用される素材データです。1つのアセットデータを複数のオブジェクト

で使用することもできます。

プレイモード
ビルドして、アプリを作成する前に、シーンの表示を確認できる機能

です。プレイモード画面では、エディター上では再生されないモデルの

アニメーションやパーティクルエフェクト、サウンド、ムービーの再生を

確認することができます。ここで確認した後、最終的なビルドを実行し

てゲームを作成します。

プレイモード画面では、マウス操作による視点変更が可能です。

アプリの出力
作成した内容はC#のソースコードを含んだVisual Studioのプロジ

ェクトファイルとして出力できます。そのプロジェクトをビルドすること

で実行ファイル（exeファイル）が作成され、アプリとして出力できます。

なお、出力されたC#のソースコードを編集することで、スイート千鳥エ

ンジンエディターで行えるよりも細かい要素の制御や、詳細な処理を

実装することも可能です。

今後の開発予定
今後のスイート千鳥エンジンエディターの開発予定として、エディタ

ー上でのボタンクリックや描画との連携イベントの設定、ビルド作業の

バックグラウンド化、ポストエフェクト設定対応、コリジョン機能対応な

どの拡張を順次予定しています。ぜひ、皆様、各種ゲーム開発にスイー

ト千鳥エンジン®をご活用ください。

図2　プレイモード起動方法 図3　プレイモード画面



サポートトピックス・FEM／Engineer's Studio®

Engineer’ｓ Studio®の解析の種類は２つあります。ケース載荷と

シーケンス載荷です。ナビゲーション「モデル特性｜解析設定」の荷

重載荷方法でどちらかを指定します(図1)。

解析設定において、材料特性を「非線形」にすると自動的にシー

ケンス載荷になります。これはケース載荷では非線形を考慮できな

いからです。

解析設定において、幾何学的非線形を「大変位」にすると自動的

にシーケンス載荷になります。これはケース載荷では幾何学的非線

形を考慮できないからです。

図1：解析設定

ケース載荷

ケース載荷は、複数の基本荷重ケースや組合せ荷重ケースの単

位で解が得られます。それぞれは独立していますので、たとえば、

基本荷重ケースが100個あれば、100個の解が得られます。弾性解

析のみ行えます。また、活荷重(影響線解析)が可能です。

図2は、基本荷重ケースの結果の例です。

図2：ケース載荷の例

図3は、活荷重(影響線解析)の結果例です。

図3：活荷重(影響線解析)の例

シーケンス載荷

シーケンス載荷は、図4のように少しずつ荷重を増加していく、あ

るいは途中で荷重を減らしていく(除荷)ような解析を行う荷重の与

え方です。ステップ解析のための荷重とも言えます。

たとえば、100ステップの載荷方法をシーケンス荷重で定義しま

す。それに、支点条件を加えて、「ラン」という単位で計算します。解

もランの単位で得られます。また、図5のように動的解析もシーケン

ス載荷です。シーケンス載荷では、線形弾性解析だけでなく、非線

形解析も可能です。

図4：単調増加の設定

図5：動的解析の結果

保守・サポートサービス関連情報

ケース載荷とシーケンス載荷の違い
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サポートトピックス・FEM／FEMLEEG

前回まで、切断面を指定してその切断面で要素を分割する操作に
ついて説明を行いました。今回は切断面間のメッシュを作り直す方
法を説明します。
一つ目は2次元面同士を結合して3次元メッシュを生成する方法、

二つ目はVer.12で追加された新機能、投影面への移動生成を使った
方法です。

面と面の結合による生成

下図の赤線面(断面1、2)に2次元要素を生成、その間の要素群を
削除、面と面の結合で3次元要素を生成します。

図1：面と面の結合によるメッシュ生成

②面の結合で３次元要素生成

①不要になった要素の削除

1.ToolBoxのYZボタン　 をクリックして断面を正面から見る位置
　　に視点移動します(隠面図で描画)。[生成]-[ブロック]-[表面]で
　　断面全体に2次元要素を生成します(断面1)。

図2：表面ブロックの生成 ボックスで断面全体を選択

2.[変更]-[描画範囲選択]で3次元要素だけを選択します。不要部分
　　の要素を透視図状態でボックス選択して削除します(視点の移
　　動はUp&Coming No.138を参照)。

図3：不要要素の削除

3.1と同様に削除後の断面にも2次元要素を生成します(断面2)。
4.描画範囲選択で作成した断面の2次元要素だけを選択します。

断面1 断面2

図4：2次元要素の面

5.[生成]-[結合]-[2次元ブロック]で2次元ブロックの面を結合して
　　3次元要素を生成します。最初に一方の面と基準となる要素を指
　　定します。次に他方の面と、最初に指定した基準要素と対応す
　　る要素を指定します。

③もう一方の面を選択

④基準要素と対応する要素を選択

①一方の面を選択
②基準となる要素を選択

図5：2次元ブロックの結合

ここで注意が必要なのが、本コマンドは対になる要素の構成節点
回りが一致していなければなりません。一致していない場合は[変
更]-[構成節点]-[回り]等での修正が必要になります(Up&Coming 
No.120にて紹介)。

Ver.12で追加された投影面への移動生成

前述の面と面の結合では2次元面の作成が必要で、また要素の構成
節点回りが合っていない場合、それを合わせる操作も必要になります。
Ver.12で移動生成の平行移動に投影面への形状修正機能が追加

され、これを使うと煩雑な操作が不要となります。
1.前述の手順2と同様に不要部分の要素を削除します。
2.[生成]-[移動]で「要素:3次元要素、HEXA」「移動元形状指定:

　　ボックス、要素面」「生成節点数:2」「移動先指定方法:平行移
　　動」を指定して「移動先」ボタンをクリックします。
3.平行移動の指定で「移動方向:ベクトル(1,0,0)」を指定、「形状修

　　正」をチェックして「投影面指定」を選択します。

図6：移動生成ダイアログボックス

4.「OK」ボタンクリック後、移動元の要素面と投影面を3点で指定
すると移動先の面(投影面)に投影した座標で3次元メッシュを生成
します。

図7：投影面への平行移動による3次元メッシュ生成

ボックスで
要素面選択

投影面を3点で指定

投影面(赤破線)への
平行移動

保守・サポートサービス関連情報面と面の結合/
投影面への移動メッシュ生成
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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
ラーメン橋脚の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応)のなぜ？
解決フォーラム

乾燥収縮の影響について

永続/変動照査時の断面力が想定した値と大きく異なることで、お

問合せを受けることがあります。よくある原因として乾燥収縮が挙げ

られます。ここでは、ラーメン橋脚の乾燥収縮による断面力の傾向に

ついてご説明いたします。

乾燥収縮荷重

ラーメン橋脚は不静定構造物ですので、断面力は骨組解析により

求めています。H29道示Ⅰの「8.6 コンクリートの乾燥収縮の影響」

(P.114)では乾燥収縮度を15×10-5とすることが記載されています

が、骨組解析ではコンクリートの線膨張係数を1.0×10-5として、温

度荷重を与えることで乾燥収縮をモデル化しています。

温度荷重は荷重を載荷する集中荷重や分布荷重と異なり、部材が

収縮または膨張します。片持ち梁であれば温度荷重は部材長が変化

するだけで断面力は発生しませんが、ラーメン構造の部材のように両

端が支持されて、収縮や膨張に対して抵抗を受ける場合は断面力が

発生します。

なお、乾燥収縮は入力画面「永続/変動照査｜計算条件」のタブ「荷

重条件」の「乾燥収縮」で温度を指定し、その初期値を-15.0度として

います。計算時は荷重組合せ係数γpと荷重係数γqを考慮します。

二柱式ラーメン橋脚

二柱式ラーメン橋脚の場合、梁部材が収縮することで梁の支間部

に引張軸力が発生します。引張軸力は、柱の剛度が大きい場合や柱

高が低い場合に大きくなります。

例えば、製品のサンプルデータ「Rahmen_1.PFY」の死荷重時の

梁の支間部の軸力は-120kN(負の軸力は引張軸力です。)程度です

が、入力画面「橋脚形状」のタブ「形状」で左側と右側の「柱高」を

「7.300」から「1.000」(m)に変更すると、-4449kNになります。

このモデルに対して、入力画面「永続/変動照査｜計算条件」のタ

ブ「荷重条件」の「乾燥収縮」を「-15.0」から「0.0」(度)に変更する

と、軸力は+158kNになりますので、引張軸力に乾燥収縮が大きく影

響していることがわかります。

図1：Rahmen_1.PFY(柱高1m)の死荷重時支間部軸力

乾燥収縮による引張軸力が大きくなる要因として、フーチングが

剛体であることと、柱の水平方向の変形しにくさが挙げられます。剛

体のフーチングは変形しないので柱基部は固定されています。また、

柱の剛度が大きい場合や柱高が低い場合、柱は水平方向に変形しに

くくなりますので、梁の収縮に対して大きな力で抵抗します。このた

め、梁の支間部に大きな引張軸力が発生します。

図2： 収縮による梁の引張軸力のイメージ

三柱式ラーメン橋脚

三柱式ラーメン橋脚の場合、乾燥収縮により二柱式と同じように

梁の支間部に引張軸力が発生しますが、それに加えて中央の柱の圧

縮軸力が大きくなる傾向があります。

例えば、製品のサンプルデータ「Rahmen_5.PFY」の入力画面

「永続/変動照査｜基本荷重ケース」で「死荷重D」の支承荷重を全

て0.000kNにして上部工荷重の影響を除いた状態の死荷重時の柱

上端の軸力は、左柱、右柱が+725kN、中柱が+2412kNです。

このモデルについて、入力画面「永続/変動照査｜計算条件」のタ

ブ「荷重条件」の「乾燥収縮」を「-15.0」から「0.0」(度)に変更する

と、柱上端の軸力は、左柱、右柱が+1234kN、中柱が+1394kNにな

りますので、乾燥収縮により中柱の圧縮軸力が大きくなることがわ

かります。

この要因として、乾燥収縮により両端の柱が内側に変形すること

が挙げられます。柱が内側に変形して隅角部の格点に内側の回転変

位が発生することで、梁支間部は下にたわむような変形をしますが、

中柱がそれを支えるような形になり、中柱の圧縮軸力が大きくなっ

たと考えられます。

図3：梁のたわみを支える中柱のイメージ
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サポートトピックス・CAD／UC-1 シリーズ

建築杭基礎では、選択や計算方法に応じて地盤のモデル化の方法

が複数あります。今回は、質問の多い地盤のモデル化の違いやその使

い分けについて、ご案内いたします。

本プロダクトで使用されている地盤モデルについて、水平地盤反力

係数の算定式および「水平地盤反力度」と「杭と地盤の相対変位(以

下、相対変位)」の関係図を示します。図の横軸は相対変位　(cm)、縦

軸は水平地盤反力度P(kN/㎡ )を示します。相対変位は、無次元化水平

変位　(cm)を用います。

なお、②線形モデルおよび③線形範囲を指定する方法は、建築基礎

構造設計指針(以下、指針)に記載されているものではありません。線

形モデルについては、建築基礎構造設計例集の設計例(P.128)を参考

に、また、線形範囲の指定は多くのご要望を頂き対応した方法です。

ここに、

　 ：地盤反力係数、

 　：基準地盤反力係数(基準水平変位0.01(m)＝1cmに対応した水

　　　平地盤反力係数)

　：無次元化水平変位

　：水平変位(m)

　  ：基準水平変位＝0.01(m)

なお、地盤の変位を考慮しない解析においては、「相対変位」を

「杭水平変位」と置き換えてお考え下さい。

①基本非線形モデル

指針(2019年版P.270)に掲載される基本となるモデルです。杭と地

盤の相対変位により、地盤反力係数が低減されていく非線形で示され

ます。相対変位が0.1(cm)までの範囲を線形とします。

図1：水平地盤反力度と相対変位の関係(基本モデル)

②線形モデル

簡易的な地盤モデルで相対変位が1(cm)以内に収まるような場合に

適用できます。相対変位の値によらず基準地盤反力係数を使用しま

す。相対変位が1(cm)を超えるようなケースでは、過剰に地盤剛性を評

価することとなり、適切ではありません。相対変位が1(cm)を超える場

合は、結果画面に警告が表示されます。

図2：水平地盤反力度と相対変位の関係(線形モデル)

③指定変位まで線形モデル、指定変位を超えたら　
　非線形モデル

指定変位までを線形モデルとして、指定変位を超えたら非線形と

します。線形範囲とする変位は指定可能ですが、相対変位が1(cm)以

下を線形、1(cm)を超えた場合に非線形とするケースが多く用いら

れています。

図3：水平地盤反力度と相対変位の関係(線形範囲の指定)

④非線形モデル(近似テトラリニアモデル)

群杭フレームモデルによる解析時に使用するモデルです。①または③と

同じ非線形モデルですが、近似のテトラリニアモデルを使用します。

第1点の変位：線形範囲が指定されている場合は、その変位。線形範囲

　の指定がない場合は、0.1(cm）。　

第4点の変位：杭と地盤の最大相対変位として指定されている変位。

第1点と第4点の間を3分割して、第2点、第3点を定義します。

杭と地盤の最大相対変位で指定された値を超えるような相対変位が生

じる場合は、地盤のモデルが適切ではありませんので、結果画面に警告が

表示されます。最大値の設定を変更して、再計算を行って下さい。

図4：水平地盤反力度と相対変位の関係(近似テトラリニア)

保守・サポートサービス関連情報
建築杭基礎の設計計算のなぜ？解決フォーラム

水平力検討における地盤の
モデルについて
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サポートトピックス・Shade3D

メタバースを意識したUVマッピング

保守・サポートサービス関連情報

Shade3D Ver.23で強化されたポイントとして、形状の変化を表
現することができるモーフターゲット、複数のモーションを一つの
シーンファイルで登録するマルチタイムラインなどが上げられます。
これら機能強化された共通点として、近年注目を集めるメタバース
への対応が上げられ、glTFフォーマットと組み合わせることで多彩
な動きを表現することができます。
また、メタバースで利用するglTFで重要な項目としては、材質表現

があります。Shade3D Professionalに搭載されたPBRマテリアルも
さることながら、UVマッピングによるテクスチャ表現など品質が決
まる重要な設定となります。今回は、すべてのグレードにて設定可能
なUVマッピングの代表的なテクニックを解説させていただきます。

UVマッピングとは

ポリゴンメッシュにテクスチャを貼り付ける場合、面ごとに貼
り付けるテクスチャの位置を示す座標系として「UV座標」が使
用されます。
UV座標はテクスチャ画像の左上を(0,0)、右下を(1,1)としたと

きの座標系になります。
UV座標での位置は「UV値」として面の頂点ごとに指定し、

「UVマッピング」は、これらUV座標を使用して設定した範囲に
テクスチャを貼る方法になります。

glTFで出力される形状とマッピングについて

glTFで出力する形状は、ポリゴンメッシュのみとなります。
また、材質として適用させるイメージはUVマッピングのみ使用でき

ますが、Shade3D固有のソリッドテクスチャには対応していません。
ポリゴンメッシュにUVマッピングでテクスチャを貼り付ける場合

は、コントロールバー＞「UV」図面を選択したのち、「UV作成」より
指定することができます。
イメージを指定する場合は、テクスチャを張り付けるポリゴンメッ

シュを「ブラウザ」で選択し、表面材質>マッピング＞「イメージ」で
画像を読み込み、「投影」手法を「ラップ」で指定されたものが「UV
マッピング」として指定することができます。

マッピングの投影手法を「ラップ」以外で設定している場合

表面材質で指定したテクスチャの「投影」手法が「ラップ」以外の
「X、Y、Z」などで指定した場合は、UVマッピングとして適用するこ
とができません。
その場合は、表面材質の「投影」手法をX、Y、Zから、一旦「ラップ」

へ変更したのち、ツールパラメータ＞UV作成より「投影UV」を選択
してください。

選択後、投影面より右面/正面/上面/透視図/左右側面図/正面背面
図/上面下面図などの軸方向に沿った投影方向を選択してください。
これにより、表面材質の「投影」方法をX、Y、Zなどの軸に沿ってマッ
ピングを行うことができます。
また、ご紹介した「投影UV」以外にも「円柱UV」「球UV」など様々

なUVマッピングの手法がございますので表現手法に応じて選択して
ください。詳しくはShade3Dナレッジベースをご参照ください。

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・製品全般 保守・サポートサービス関連情報

フォーラムエイトでは、「UC-win/Road」や「Engineer's Studio」
などUC-winシリーズの製品で 64bit 版をご提供しておりましたが、
UC-1シリーズでも2022年より64bit 版のご提供を開始しました。
すでにご使用いただいているユーザ様もたくさんいらっしゃるかと思
われますが、今回は、64bit 版の利点や、64bit 版の使用に際して
の注意点をご説明いたします。

64bit版の利点

64bit 版の利点は何といっても扱えるメモリ量が格段に増える
ということです。
64bit 版と 32bit 版では扱えるメモリ量が異なります。
32bit 版は、Windows が 64bit であっても最大 4GB のメモリ

しか使用することができません。
64bit 版にはこの制限がなく、PCに搭載されているメモリを

全て使用することができます。そのため、多くのメモリを必要と
する大規模なモデルの計算に力を発揮します。

64bit版使用の際の注意点

フォーラムエイト製品の 64bit 版を使用する際はいくつか注意
点があります。

●32bitのWindowsでは64bit版を使用することはできません。
なお、使用している PCのWindows が 64bit か 32bit かは下

　記のWindows システム情報で確認できます。
　Windows11：スタート→設定→システム→バージョン情報
　Windows10：スタート→設定→システム→詳細情報

●ライセンス認証
サブスクリプションUSB、サブスクリプションNetPROのラ

　イセンスでは 64bit 版を使用することはできません。64bit 版
　はWeb認証限定となっております。

図1：64bit版の認証設定画面

図2：32bit版の認証設定画面

●調表出力ライブラリ Ver.2

設計調書作成のためのプログラム「調表出力ライブラリ Ver.2」

　には 64bit 版と 32bit 版があります。64bit 版製品で設計調書

　を作成するときは「調表出力ライブラリ Ver.2」の 64bit 版を

　インストールしておく必要があります。(32bit 版製品には「調

　表出力ライブラリ Ver.2」32bit 版が必要 )。

● F8出力編集ツール

計算書作成プログラム「F8出力編集ツール」にも64bit 版と 32

　bit 版があり、64bit 版製品の計算書作成には 64bit 版の、32bit

　版製品の計算書作成には 32bit 版の「F8出力編集ツール」が呼

　び出される仕組みになっています。

「F8出力編集ツール」を別途インストールしなくとも、製品同

梱版の「F8 出力編集ツール」により計算書を作成することはで

きますが、最新の「F8 出力編集ツール」のインストールには次

の利点があります。

・最新の「F8出力編集ツール」の改訂内容 ( 不具合修正や機能

　  追加 ) を製品に反映させることができる。

・複数のフォーラムエイト製品を使用しているとき、計算書作

　  成に用いる「F8出力編集ツール」のバージョンを統一するこ

　  とができる。

これらの利点を得るには、使用する製品に対応した「F8 出力

編集ツール」をインストールしてください。

64bit版の見分け方

最後に、64bit 版の見分け方をご説明します。

ユーザ情報ページの「製品ダウンロード」では、製品名称のお

わりに「64bit」の表記があります。

インストールした製品については、Windows のスタート

メニューに登録されているショートカットの名称のおわりに

「(x64)」の表記があります。製品メイン画面上部のタイトルにも

「(x64)」の表記があります。

また、64bit 版のデフォルトのインストールフォルダは、下記

のとおり、32bit 版と異なります。

64bit 版：C:\Program Files\FORUM 8

32bit 版：C:\Program Files(x86)\FORUM 8

製品全般のなぜ？ 解決フォーラム

64bit版について
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サポートトピックス・VR／UC-win/Road

「UC-win/Road Ver.16
  道路付属物の新機能」

保守・サポートサービス関連情報

今回は、GUIが改良されて使いやすくなった「道路付属物」機能に

ついて、使用する際のテクニック等と併せて紹介します。

道路付属物機能でできること

UC-win/Roadには、街灯や電柱など道路上に連続して設置されて

いるものを簡単に再現することができる道路付属物機能があります。

設置間隔や設置数等を入力することで道路に沿って同一モデルを配

置し、電柱や街路樹等を短時間で再現できます。

設定画面を開くには、リボンメニューの「編集」を開き、「道路付属

物」アイコンをクリックします。

図2：リボンメニューの道路付属物ボタン

図1：道路付属物機能による路上配置物や街路樹の再現

道路付属物として配置可能な素材は、標識、3Dモデル、2D樹木、

路面マーキングの4種類があります。それぞれ次のようにパラメータ

を設定します。

標識については、配置する標識の画像をリストから選択、配置す

る道路を指定し、道路の起点からの距離となる設置位置、道路断面

に対する相対位置、配置角度、進行方向に対する左右どちらかの配

置設定を行います。これに加え、盤面の大きさ、支柱の高さや太さ・

色のパラメータを設定して配置を行います。路側式、片持式（オー

バーハング式）、門型式（オーバーヘッド式）の指定が可能です。標

識板裏面の色や、支柱との取付間隔など詳細な項目も設定できま

す。また、視認性の情報として、「目視可能」「判読可能」のボタンに

より視認性のログを取ることもできます。

図3：標識の視認性ログの例

３Dモデルについては、 配置モデルを選択し、配置する道路、道

路起点からの距離、断面との相対位置、配置角度の指定は標識と同

様の項目です。モデルの場合、設置方向は左右だけでなく中央にも

配置可能です。また、スケールの比率を指定することができます。

なお、モデルを2つ以上連続配置すると電線の設置が可能となり

ます。電線機能は2つ以上のモデルが配置されている場合にその間

を線でつなぐ表現を行います。設定項目として、モデルに対する電線

の位置、太さ、たわみを指定します。電線機能は、電柱モデルに限ら

ず、どのモデルでも電線を接続することが可能なため、電線以外に

もワイヤーやケーブルなどを表現できます。作成した電線は、VR空

間内で選択して色や回転など詳細な項目を追加編集することが可能

です。

図4：電線の太さ（左）・たわみ（右）の比較

図5：電線の色指定

2D樹木の場合は、基本項目、および、樹木の種類と高さを設定し

ます。高さを変更することで樹木全体の大きさを変更することがで

きます。

路面マーキングについては、マーキング画像の選択、配置する道路

の指定、配置位置、および、配置する車線、マーキングの大きさを設

定します。

道路付属物を2つ以上連続して配置した場合、設定画面の「グルー

プ配置」のタブから増分、ランダム性を入力することが可能となりま

す。増分を設定すると、最初の配置以降、入力した値ずつ間隔・角度

が増減します。ランダム性を設定すると、固定値±ランダム性の入力

値の範囲内でランダムに間隔・角度が変化します。

図6：増分（左）ランダム（右）配置イメージ
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新しいGUIについて

Ver.16で改良された道路付属物機能について説明します。

一覧表示の改善
標識、モデル、樹木、マーキングの各タブ内の左半分にサムネイル、

右半分に配置した付属物の一覧という形で別々で表示されていたも

のが統合され、全ての配置済み道路付属物が1つの表で表示される

ようになりました。道路名や配置物のサムネイルなどの一覧性が向

上しています。

図7：Ver.16の道路付属物一覧表示

道路名や配置物によるソート、フィルタ機能
Ver.16で改善された一覧表示には、列に対してソート、フィルタ機

能があります。道路付属物の図柄や道路名称による絞り込み、設置

位置によるソートなどで、目的の道路付属物を素早く見つけることが

できます。

図8：列のソート・フィルタ機能

配置済み道路付属物の編集機能の強化
道路付属物の編集画面で、モデル、樹木、マーキングについても後

から配置物の変更が可能になりました。既存の配置物を入れ替える

際に、一旦削除して再配置するといった対応が不要となり、データ作

成の効率が向上しています。

図9：Ver.16の道路付属物編集画面

また、一覧表示から道路付属物を複数選択して、標識、モデル、樹

木、マーキングの一括変更や、削除もできます。一括変更では、別々

の種類のものを1種類に差し替えることも可能です。

テクスチャのインポート・ダウンロード機能
標識、樹木、マーキングの画像を選択する各編集画面で、テクス

チャのインポート・ダウンロードが行えるようになりました。

図10：複数選択したものを一括で変更する例

街路樹を設置する際のアドバイス

「道路付属物機能で街路樹を設置する際、全く同じ見た目の樹

木が規則正しく並ぶと不自然になりがちなため、樹木の高さや角度

などをばらつかせることにより違和感のない景観を表現できます。

「道路側面樹木の編集画面」のグループ配置タブで、ランダム性に0

以上を入力することで各設定値にばらつきを持たせることが可能で

す。

ランダム性の設定時の注意点として、dHはランダム性を設定する

とその分道路から浮き上がることになるため、予め固定値でマイナ

スの値を設定して根元を地中に埋めておき、ランダム性の最大値が

足されても道路から浮き上がらないようにします。

図11：道路付属物グループ配置のランダム性の設定例

また、ランダム性だけでなく、配置する樹木の種類を増やすことで

より自然な見た目にすることもできます。

図12：樹種数とランダム性（左：樹木1種ランダムなし/右：2種ランダムあり）
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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。

はじめに
建設ITジャーナリストの家入です。人口減少

や少子高齢化が進む日本で、とりわけ深刻に

なっているのが地方です。東京圏への転入は

増えている一方で、過疎化はますます進行し、

地域の産業は空洞化が進んでいます。そして

都道府県別でみた労働生産性の格差は最大で

1.5倍（2018年）も開いているのです。

こうした問題を、デジタルの力で解決しよう

という取り組みが「デジタル田園都市国家構

想」です。「田園都市」という言葉からイメージ

できるように、地方に様々なデジタル関連のイ

ンフラを整備して、首都圏と同じように便利で

快適な暮らしや仕事が行える環境を整え、地方

に移住する人を増やそうという取り組みです。

デジタル庁、内閣官房、内閣府が連携して推

進するこの構想の基本的な考え方は「全国どこ

でも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指

す、というものです。

デジタルの力を活用して、（1）地方に仕事を

つくる、（2）人の流れをつくる、（3）結婚・出産・

子育ての希望をかなえる、（4）魅力的な地域を

つくる、（5）地域の特色を活かした分野横断的

な支援を挙げています。その目標は、2024年度

末までにデジタル実装に取り組む地方自治体

を1000団体まで増やすことです。

フォーラムエイトのソリューションが関連す

るのは、特に（4）と（5）の部分です。（4）で

はドローン物流や自動運転、MaaS（マース：

Mobility as a Service）、インフラ分野のDX

（デジタル変革）、3D都市モデルの整備・活

用、防災DXなどがあります。また（5）では、ス

マートシティー関連施策の整備などがあります。

こうしたデジタル技術をフルに活用したまち

づくりは、これまで例が少なかっただけに、立

場が異なる多くの人々が「いったいどんなまち

になるのか」「人々のライフスタイルはどう変わ

るのか」「災害が起こったとき、まちに暮らす人

の安全はどう守られるのか」というイメージを表

現したり、合意形成を図ったりするのが難しい

面もあります。

そこで活用が期待されるのが、フォーラム

エイトのインフラ設計やVR（バーチャルリアリ

ティー）、解析・シミュレーション、WEB・クラウド

に関するソリューションです。まさにフォーラム

エイトの製品群すべてと言っても過言ではあり

ません。

これらのソリューションは各地の「デジタル田

園都市」構想を実現するための検討や合意形

【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
デジタル田園都市実現
支援セミナー

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

56
▲2022年9月13日に開催された「デジタル田園都市

実現支援セミナー」

▲デジタル田園都市国家構想の全体イメージ
（資料：デジタル庁）

▲フォーラムエイトのVR/CGや解析、設計、ウェブクラウドなどの製品群は、デ
ジタル田園都市構想と関連性が高い
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デジタル田園都市実現支援セミナー

成、交付金を申請するためのわかりやすい資料

作成や、田園都市の運営を支えるデジタルツイ

ン（デジタルの双子）プラットフォームとして活

用できます。

今回のセミナーは、デジタル田園都市構想

に関する政府の施策と、フォーラムエイトのソ

リューションとの関係、そしてUC-win/Roadや

F8VPSなどを使った、デジタルツインの具体的

な作り方を、わずか3時間で解説する、中身の

濃いものになりました。

製品概要・特長
デジタル田園都市構想のプラットフォームとし

ての活用が期待されるソリューションの筆頭格と

なるのが、3DリアルタイムVRシステム「UC-win/

Road」です。

地形や道路、街並みなどの土木・建築インフ

ラをスピーディーに3DのVRとして表現できる

だけでなく、車や人など街中を動くもの、さら

には雨や雪などの気象現象や土石流や洪水と

いった自然災害まで、現実のまちを丸ごと再現

できるプラットフォームだからです。

さらには実際にハンドルや座席を備えた様々

なドライブシミュレーター装置や、自動運転シス

テム、ヘッドマウントディスプレーやAR（拡張現

実）システムと連携することで、運転者や歩行者

の視点で、事故などの危険を安全に繰り返し体

験することもできます。

API（Application Programming Interface）

や、プログラミング言語「C++」によるカスタマ

イズ機能が充実しているため、他のソフトやシ

ステムと連携できます。また都市モデル自体も

4Dシミュレーションによって施工手順を表現し

たり、工程表と連携したりできます。

データ交換の点では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）

でのデータ交換に使われる「IFC形式」のほ

か、「CityGML」にも対応しているため、国

土交通省が開発・公開している3D都市モデル

「PLATEAU」などの都市モデルを取り込むこ

ともできます。

UC-win/Roadで作成したデジタルツイン

を、WEB上で多くの人が利用できるようにした

システムが「F8VPS」（WebVRプラットフォー

ム）です。オフィスや学校、工場、ショールームな

どを3Dでバーチャル化し、パソコンやスマート

フォンなどのブラウザー上で使えます。

茨城県つくば市にある国土交通省の国土技

術政策総合研究所（国総研）をVR化した「VR

国総研」は、F8VPSによって作られ、WEB上で

一般公開されています。研究所内の研究棟や

i-Construction関係の実証実験などを行う建

設DXフィールド、そして研究所全体にまたがる

テストコースなどが、忠実にVR化されているの

で、現地に行かなくても研究所見学を行った気

分になります。

高性能のパソコンやソフトウェアがなくて

も、本格的なVRが体験できるので、まちづくり

の計画や施設を多くの人々に公開し、PRや合

意形成に使えます。また、同じVR空間に複数

の人が「アバター」として入り込み、リアルタイ

ムで会話やコミュニケーションを図れる「メタ

バース」としての機能もあります。建築学科な

どのオンライン授業にも活用できます。

デジタル田園都市をVRで再現するために

は、様々な建物や機器、車両などの3Dモデル

を用意する必要があります。UC-win/Roadに

は、数千点もの3Dモデルが付属していますが、

時にはオリジナルで作成する必要が出てくる

場合もあります。

そんなときに強力なツールとなるのが統合

型3DCGソフト「Shade3D」です。建物から車

両、人物まで、自由自在に3Dモデリングがで

きます。最近のバージョンアップで3次元CAD

のような作図機能や、BIM/CIMと連携できる

「IFC」形式やPLATEAUの都市モデルにも使

われている「FBX2020」形式の入出力機能も

備えています。

写真のような高画質のCGを短時間で作成

できる「GPUレイトレーシング」機能も使えま

す。建造物やインテリア、人物などの3Dモデル

を収録した「Shade3D 実用データ集」も21シ

リーズ、計8000点が発売されているので、高品

質な3Dモデルを活用できます。

デジタル田園都市の構想を3Dゲームのよう

なストーリーでプレゼンしたい場合には、「ス

イート千鳥エンジン」というシステムが用意さ

れています。ARにも対応できるので、建物やイ

ンフラの建設予定地で、完成予想図などを現

地プレゼンするのにも使えます。

体験内容
9月13日の午後1時半から4時半まで、Zoom

によるオンラインセミナー形式で「デジタル田

園都市実現支援セミナー」が開催されました。

講師を務めたのは、フォーラムエイト執行役員 

▲UC-win/Roadと連動するドライブシミュレー
ター。その性能は警察庁から形式認定を受けるほど

▲オンライン授業でのF8VPS活用例

▲UC-win/Roadで再現した東京・新木場駅前広場

▲F8VPSで開発され、WEBで一般公開されているVR
国総研

▲Shade3DのGPUレイトレーシング機能の例

▲スイート千鳥エンジンで作成したゲームの例
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システム営業マネージャの松田克巳さん、同・

執行役員 営業サポート管理マネージャの新田

純子さんです。

前半の部ではデジタル田園都市構想の政策

や取り組み状況による解説や、同社のソリュー

ションと活用例についての解説がありました。そ

して後半の部では、実際にUC-win/Roadを使っ

て、実在する都市のデジタルツインを作り、新た

な建物や構造物を設置してプレゼンする実践的

なハンズオントレーニングが行われました。

後半の部の課題となったのは、東京・新木

場駅周辺の街並みです。まずはUC-win/Road

に、国交省のPLATEAUからダウンロードして

きたデータを読み込みます。すると地形の起伏

や実在するビルの3Dモデルが配置されたデジ

タルツインができました。

続いて、この街並みの中に、十字形の道路

や交差点をUC-win/Roadの機能を使って作成

していきます。地図上に道路が通過する位置

を数点、クリックしていくだけで道路の3Dモデ

ルが即、出来上がっていきます。地盤は3Dの

起伏がついていますので、高さも調整します。

そして今度は新たに建設する建物をイメージ

して、新たな建物の3Dモデルを配置していき

ます。VRによって既存の街並みの中に、新しい

建物や施設を造る検討は、PLATEAUのような

オープンデータを使うと、ほんの十数分ほどで

できてしまうことが実感できました。

この後は、街並みを走る車や人間を配置し

て、実際に動かしていきます。交差点で渋滞が

起こる様子や、時刻・天気が変わる様子を、ド

ローンや歩行者、ドライバーの視点などに切り

替えて見られることを体験しました。新木場駅

前の街路樹の本数を変えて、景観の比較検討

も行いました。

この後は、街並みを走る車や人間を配置し

て、実際に動かしていきます。交差点で渋滞が

起こる様子や、時刻・天気が変わる様子を、ド

ローンや歩行者、ドライバーの視点などに切り

替えて見られることを体験しました。新木場駅

前の街路樹の本数を変えて、景観の比較検討

も行いました。

最後にサンプルデータで、様々なシミュレー

ションのプレゼンを体験しました。橋の完成予

想図と耐震解析ムービー、4Dによる橋脚の施工

手順シミュレーションを使うと、設計や工事をわ

かりやすくプレゼンできることがわかりました。

このほか、2021年に静岡県熱海市で発生し

た土石流や、東日本大震災での岩手県釜石市

の津波による浸水過程のシミュレーションも紹

介されました。VRを活用することで、だれもが

自然災害の発生状況や全体像を理解できるこ

とがわかりました。

同時に、現場でどのような避難状況になって

いるのかも、避難解析ソフトやVRによってリア

ルに想像できました。都市で起こっていること

を、マクロな視点やミクロな視点の両方で理解

できるのも、VRの利点です。 

イエイリコメントと提案
フォーラムエイトは、土木構造物の設計ソフト

「UC-1」シリーズの開発・販売からスタートしま

したが、2000年にVRソフト「UC-win/Road」が

ラインアップに加わって以来、土木インフラにと

どまらず車の運転シミュレーションなど、自動車

の分野でもソリューションを広げていきました。

その結果、デジタル田園都市構想では、街並

みだけでなく自動車の自動運転やモビリティー、

ドローンによる輸送など、幅広い分野のVR化

やシミュレーションを自社製品だけでカバーで

きるようになったと言えます。これまで開発を積

み重ねてきたソリューションが、デジタル田園

都市構想を支える強力なツールとして総合力

を発揮する時代になるとは、驚きました。

● 次号掲載予定 

CIM演習セミナー

2022年12月20日（火）

▲地理院タイルで新木場駅付近の地形を読み込
み、PLATEAUの建物モデルをインポート

▲PLATEAUの3Dモデルを読み込むと、実在するビル群が
立ち上がった

▲街並みの中に作成された道路や、交差点の右手前に配置し
た新たな建物の3Dモデル

▲ドライバーから見た夜間、雨天で
の運転風景

▲街路樹の樹種や本数を変えて行った景観
検討

▲静岡県熱海市で発生した土石流災害の
再現VR

▲津波が迫る町中での避難再現VR

UC-win/Roadによるデジタルツイン作成の流れ



セミナー・フェア開催レポート

2022年9月18日（日）～22日（木）の5日間、アメリカのロサンゼルスで

第28回ITS世界会議が開催されました。ロサンゼルス大会は当初2020

年に予定されていましたが、新型コロナウイルスの世界的流行を受けて

中止となっていました。L.A.コンベンションセンターで開催された本イベ

ントはロサンゼルス市長のEric Garcetti氏をはじめ、米国、アジア太平

洋地域、欧州の著名なITS関連のリーダーによるオープニングスピーチ

で幕を開けました。64カ国から6千人以上の業界関係者、専門家を含む

記録的な数の来場者が集まりました。今回のテーマは”Transformation 

by Transportation”で、211の企業・団体が出展しました。来場者はITS

業界を牽引する世界各国からの出展社による最先端技術を駆使した

製品、ソリューションのデモンストレーションを体験でき、大盛況となり

ました。ITS Asia-pacific、ERTICOと本イベントを共同主催したITS 

Americaの社長兼CEO Laura Chace氏は、「今回も世界中から業界の

リーダーが集まり、トランスポーテーション技術がいかに安全で環境に

優しく、スマートな未来を創造するかについて話し合うことができ、大変

うれしく思っています」と述べ、ITS America Events イベントディレク

ター at RXのJaime McAuley氏は「ITS世界会議2022は、未来のスマー

ト・トランスポーテーション・ソリューションを開発するために、世界の業

界専門家の団結を成功させました。国際的な多様性とフットプリントを

見ることができ、素晴らしいイベントとなりました」と評価しています。

フォーラムエイトは、コロナ禍前に開催された2019年のシンガポール大

会以来の出展となり、「DX時代のMaaS・自動運転ソリューションデジタ

ルツインを実現する3DVRソフトウェア」をテーマに、単独ブースで展示

を行いました。

当社ブースでは、3D VRソフトウェアVR Design Studio UC-win/

Roadと時計型の心拍センサーを連携し、ドライバーの心拍をモニタリン

グしながら運転シナリオと連動で運転の体験ができる「コンパクトドラ

イビングシミュレータ」、Webプラットフォームによる次世代の完全クラウ

ドソリューション「F8VPS」、ジェットコースターのシナリオを体験できる

「VRモーションシート」、フォースフィードバック・トルク制御が可能なス

テアリングトルク制御自動運転シミュレータ、AUTOSAR・ROS/ROS2

対応組込みシステム等、Roadと連携したADASソリューションや各種

VR/AR/MRソリューションを展示しました。特に、VRモーションシートや

ドライビングシミュレータ、アイトラッキングシステムが来場者の関心が

高く、多くの方に体験していただきました。また、「ずっとこのブースが気

になっていた」と訪問してくださった他ブースの出展者の方もいらっしゃ

いました。

自動運転関連では、センサーとの連携開発や安全運転の研究用への

UC-win/Road利用のニーズが多かった印象です。また、デジタルツイン

についてのお問合せも多数いただき、Roadと連携したF8VPSでのモニ

タリングなどを提案いたしました。今後もITSシステム研究・開発をはじ

め、DXを支援するソリューション・システムの拡張・展開を行ってまいり

ます。

Seminar & Fair Report
フェア・セミナー開催レポート 2022年9月～11月開催

海外イベントレポート

VRモーションシートでジェットコースター体験

プレゼンテーションの様子

アイトラッキングシステム
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セミナー・フェア開催レポート

『CEATEC2022 10月18日(火) - 10月21日
(金) 幕張メッセ』は会場展示と、オンライン展
示のハイブリッドで開催。初めて展示コーナー
を設けた【F8VPS】のメタバース体験コーナー
では、さっそく200名の方々に体験いただき、オ
ンラインは期間中1300をこえるアクセスがあり
ました。
チャンピオンスポンサーとして応援してい

る、『CG Kyoto2022 PG&VC 10月5日(水)-8
日(土) 国立京都国際会館』CGおよびインタラ
クティブシステムに関する太平洋地域トップ国
際会議(PG)と、ビジュアル情報処理に関する
国内トップ会議(VC)が融合したイベント。CG
関連技術の新時代の幕開けを実感でき、国内
トップクラスの技術者、将来を担う学生との出
会いが、新たな可能性の発見をもたらすことを
目標として開催されています。スポンサーセッ
ションでの講演と、企業賞の贈呈をおこないま
した。フォーラムエイト企業賞は、筑波大学 金

井研究室の「高さマップからの気候や季節を考
慮した地形テクスチャ生成」。地形に、季節や
気候を考慮した地形テクスチャの自動生成が
テーマで、実用性が感じられる内容であること
が選定の理由です。
『XR総合展 秋10月26日(水) - 10月28日

(金) 幕張メッセ』では、SDGs、あるべき未来
の姿とのギャップを埋めるためのイノベーショ
ンに活用できるシステムとして、海中のゴミ拾
いが体験できる360°シミュレータをご紹介し
ました。

『名古屋オートモーティブワールド10月26
日(水)-10月28日（金）ポートメッセなごや』で
は、【F8VPS】、【UC-win/Road】を中心に、
MaaS・交通手段の未来像を実装につなげるソ
リューションをご紹介。安全運転シミュレータ、
VRモーションシート、自動運転シミュレータ、
F8VPSメタバースともに多くの来場者に体験い
ただき、これらテーマへの関心の高さがうかが
えました。

総務省が公表した令和4年版 情報通信白書によると、「技術の進展と
サービス開発によって、メタバースの世界市場は2021年に4兆2,640億円
だったものが2030年には78兆8,705億円まで拡大すると予想されてい
る」とあります。メディアやエンターテインメントだけではなく、教育、小売
りなど様々な領域での活用が期待されています。
フォーラムエイトは“デジタルツイン、メタバースを実現する 国産VRCG

ソフト”をテーマに出展。リモート化が進む社会の課題解決を支える共通
基盤を構築し、デジタルツインの可視化、DXを推進するツールとして用い
られている【F8VPS】、FORUM8 Rally Japanを記念したデザインのラ
リーシミュレータ、VR360°シミュレータ、VRモーションシートなどを中
心に展示をおこないました。

『第6回［関西］ジャパンビルド-建築の先端

技術展- 建設DX展 大阪 インテックス大阪 9

月28日(水)-30日(金)』では、【建設ITワール

ド】に協力しました。先端技術をもっと身近に

感じるために“デジタルツインで遊ぼう”がテー

マ。【UC-win/Road】で作成した、VR空間の

国総研テストコースに、ラリーカーを走らせタ

イムアタック。VR＆HoloLensフライトシミュ

レーターは、首都高の日本橋区

間地下化事業で、少し未来、青

空が現れた日本橋地域の様子を

遊びながら実感。VR空間で建

設ITジャーナリスト家入氏のアバ

ターが大暴れ？！するアクションに

来場者は釘付けでした。【UC-

win/Road】は、他社システムと

のデータ交換性がよく、フレキシ

ブルに連携が可能で、完成度の

高いARデモのご紹介ができました。

「建設現場のDXが未来を創る」をコンセプ

トに過去最大規模で開催された、『建設技術

フェアin中部2022 ポートメッセなごや10月4

日(火)-10月5日(水)』 は実車両による技能の

習得機会が少ないという課題の解決などを

目的にNEXCO中日本グループと共同開発し

た、除雪車両のオペレーターを育成する“車両

操作シミュレーター”が好評でした。

新技術・新工法を展示・紹介し、産・学・官の

交流と、新技術の積極的な活用促進を目的に

『建設技術展2022近畿11月9日(水)-10日(木) 

インテックス大阪』が開催。『C-xross 2022

建設技術展2022関東11月16日(水) - 11月17

日(木) サンシャインシティ展示ホール』は、開

自動車系

セミナー・フェア開催レポート

土木・建築・測量系

Up&Coming140号

CG Kyoto2022 フォーラムエイト賞授与

メタバース体験 CEATEC2022 オンライン展示VR360°

XR総合展 秋 プレゼンテーション

システム系
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セミナー・フェア開催レポート

会式直後から式典参加の官公庁職員の方で

会場は盛況。建設関連、システム開発、学校

関係など、土木建設以外にシステム系の来

場者もあり、業種を横断しDXの実装に向けた

取り組みの動向がみられました。多くの関心

を寄せていただいた【F8VPS】と【UC-win/

Road】を案内いたしました。

『新技術交流イベント in Shizuoka 2022 

静岡県コンベンションアーツセンター グラン

シップ11月8日(火)』 オープニングセレモニー

のスピーチでは、６年目を迎える【VIRTUAL 

SHIZUOKA】は３年前から提供を開始、今年

度で静岡県全土を撮り終わり５千億点の点

群データをオープンデータとして提供してい

る。ゲームエンジンを使ったムービー作成に

ついての紹介などがありました。フォーラムエ

イトは、河津七滝の【UC-win/Road】デジタ

ルツインデータが、【VIRTUAL SHIZUOKA】

でどのように活用されているかを、事例として

ご紹介し、自治体の方をはじめ多くの反響を

いただきました。土石流、津波などの防災対

策の関心も高く、“九州地整の遠隔操縦操作

システム”や【F8VPS】についても高評をいた

だきました。

クルマの科学にふれながら、楽しく学べる

『第７回キッズエンジニアin東北2022　ス

リーエム仙台市科学館 11月23日(水)』を特別

協賛。「バーチャル空間に町や道を作って運

転しよう！」をテーマに、3次元VRソフト【UC-

win/Road】を使って体験学習。豊かな発想力

で都市空間を設定、3次元の道路を配置して、

クルマで運転できる都市をつくりました。“キッ

ズエンジニア“は公益社団法人自動車技術会

が主催するクルマの科学に触れながら、楽し

く学べるイベントです。ＨＭＤ（ヘッドマウント

ディスプレイ）をつけ“3次元VR体験”や、 “ハ

ンドル無しで運転 & VRゴーグルで運転 ”、

“エアドライビング体験 ”などの体験コーナは

大人気でした。

3次元VRソフト【UC-win/Road】を使った

体験学習について、子どもたちからは、「道路

を好きなように作れて楽しかった。またやって

みたいと思いました。」「パソコンではたくさん

の楽しい、面白いことができるのが分かりまし

た。」「うんてんするのがたのしかった。」とう

れしい感想が届きました。また、保護者の方

からは「最初はパソコン操作に苦戦していま

したが、次第に自分からパソコン操作し意欲

的に取り組んでいま

した。」「道路を作る

工程は小学３年生で

は難しいと感じました

が、本人はとても楽し

そうでした。」「PCよ

りもタブレットに子供

が慣れているので、

基本操作をもっと学

ばせたいと思いまし

た。」など、コンピュー

ター、ソフトウェアに親

しみ、“何ができるの

か”を知るきっかけに

なったこと、楽しんで取り組んでいる様子など

のご意見をいただきました。

その一方で、時間が足りなかったというご

指摘もあり、今後のプログラムの改善に活か

してまいります。

子ども向けイベント

セミナー・フェア開催レポート

建設技術展2022近畿　ブース・技術に関して、
主催者より審査員特別賞を授与、表彰

新技術交流イベント in Shizuoka 2022展示の様子

建設技術フェアin中部2022

建設技術展2022近畿

建設技術展2022関東　講演の様子
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イベントプレビュー セミナー・フェア開催レポート

EVENT
PREVIEW 出展イベントのご案内

●出展情報：https://seminar.forum8.co.jp/

※新型コロナウイルス感染症予防対策に伴い、下記に掲載の展示会が中止・延期になる
場合がございます。詳細はHPにて順次公開いたしますのでご確認ください。

第35回 設計・製造ソリューション展
開催日 2023年 6月21日（水）～23日（金）

会　場 東京ビッグサイト

主　催 RX Japan株式会社

U R L https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/about/dms.html

概　要 製造業向けITソリューションが出展する展示会

出展内容 UC-win/Road、VRモーションシート、Shade3D、組込開発、
スイート千鳥エンジン® 他

第15回オートモーティブワールド　自動運転EXPO
開催日 2023年 1月25日（火）～27日（火）

会　場 東京ビッグサイト

主　催 RX Japan株式会社

U R L https://www.automotiveworld.jp/tokyo/ja-jp/about/adt.html

概　要 自動運転・ＡＤＡＳ に関するあらゆる技術・ソリューションが一堂に出展

出展内容 VRモーションシート、ステアトルク制御自動運転シミュレータ(SENSO)、
安全運転シミュレータ、UC-win/Road、F8VPS、Shade3D　他

CES 2023
開催日 2023年 1月5日（木）～8日（日）

会　場 ラスベガス・コンベンション・センター（米国）

主　催 Consumer Technology Association

U R L https://www.ces.tech/

概　要 家電やITなど、世界最大級のデジタル技術見本市

出展内容
F8VPSメタバース体験コーナー、Shade3D、スイート千鳥エンジン®、UC-
win/Road、スマートデバイス連携ドライブ・シミュレータ、アイトラッキング連
携ドライブ・シミュレータ、WebAR/MRシステム、VRモーションシート　他

ミラノ・サローネ2023
開催日 2023年 4月18日（火）～23日（日）

会　場 Milan Fairgrounds, Rho

主　催 COSMIT（イタリア家具見本市組織委員会）

U R L https://www.salonemilano.it/it

概　要 世界最大規模の家具見本市

出展内容
透過ディスプレイ家具ARシステム、F8VPSメタバース体験コーナー、
Shade3D、スイート千鳥エンジン®、UC-win/Road、VRモーションシート、
VR360シミュレータ　他

第5回建設・測量生産性向上展
開催日 2023年 5月24日（水）～26日（金）

会　場 幕張メッセ

主　催 建設・測量生産性向上展 実行委員会

U R L https://cspi-expo.com/

概　要 次世代を担う最先端技術が一堂に

出展内容 UC-win/Road、除雪シミュレータ、遠隔操縦操作システム、F8VPS、
安全運転シミュレータ、Shade3D、インフラデジタルデータベース、UC-1

第3回XR総合展 夏
開催日 2023年 6月28日（水）～30日（金）

会　場 東京ビッグサイト

主　催 RX Japan株式会社

U R L https://www.xr-fair.jp/summer/ja-jp.html

概　要 幅広い業界で活用できるXR製品・サービスが一堂に出展

出展内容 VRモーションシート、F8VPS、ERPソリューション、Shade3D、FEM、
UC-1、顔認証インタラクティブ映像提示システム（タップトーク）　他

メタバース体験

アイトラッキング連携

クラウドで実現するサステナビリティクラウド 実現す サ テナ リティ
～デジタルツイン、メタバースを実現する日本発VRCGソフト、ゲームエンジン～

出展テーマ

VR モーションシート

出展テーマ
VRでイマジネーション、イノベーション！

～デジタルツイン、メタバースを実現する日本発VRCGソフト～

透過ディスプレイ
家具ARシステム
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イベントプレビュー

最先端表現技術利用推進協会主催 講習･検定
超スマート社会実現に向けた各省庁の方針をふまえ、国土交通省の
i-Constructionにフォーカスした「建設ICT部門」、VR技術を活用し
たまちづくりを担う人材の育成を目的とする「まちづくり部門」、
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「情報処理／データベース部門」、クラウド・AI開発事業者の提
案や、仕様書作成等ができることを目指す「クラウド-AI部門」から
構成されています。

表現技術検定第2弾。まちづくりのソフト面に相当する「アセスメント

（環境・安全）」、「対話・協議」に該当する内容として、VR技術を活

用したまちづくりを担う人材の育成を目指す。

3DVRの活用による効率化や高度化が期待される「建設ICT」を対

象とした講習・検定。まちづくりにおけるハード面に相当する「計画・

管理」、「設計・施工」に対応しています。

情報に関する基本的な考え方から、最新の技術までカバー。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。

表現技術検定（情報処理/データベース）

表現技術検定（まちづくり）　 1月27日（金）（応用編） 表現技術検定（建設ICT）　

本会場：フォーラムエイト　東京本社　セミナールーム
TV会議システムにて同時開催
大阪・名古屋・福岡・仙台・札幌・金沢・岩手・宮崎・沖縄

  12,000円
（検定証発行手数料込み、税込）

会
場

受
講
料

検定詳細はこちら▶

建築・土木・交通・都市開発などに特化したクラウド・AI技術を学習し、

今後の開発事案等に応用できるような基礎知識を習得。クラウド・AI

開発事業者の提案や、仕様書作成等ができることを目指します。

表現技術検定（クラウド-AI）

※新型コロナウイルス感染症対策により、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。

お問い合わせ先　（一財）最先端表現技術利用推進協会
Tel.03-6711-1955     mail: info@soatassoc.org

マサチューセッツ工科大学（MIT）より講師をお招きして特別講演を実いたします。
土木や環境エンジニアリング、自動運転、AIなど、業界最前線の情報をお届けいたします。

金3.102023. 
9:00 金9.82023. 

9:00

3月17日（金）

国土強靱化の施策と地域活性化の取り組みを連携することで相乗効果を図り、特に各自治体におけるインフラ分野での取り組み
を重点化する方針が、内閣官房によって示されています。フォーラムエイトではこの度、これらの施策の推進を目的としたセミナー
フェアを2022年2月より全国で開催。最新の製品やソリューションの提案等、ユーザの皆様の業務サポートを各地で行っています。

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。キャンペーン実施中！
セミナースケジュール、キャンペーン詳細>>120ｐ

１５：００ -１５：１５ ご挨拶、FORUM8の活動と製品開発
１５：１５ -１６：２０ 特別講演　 森下千里氏　　　　
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

タレント等を経て昨年衆議院宮城県第五区から出馬。61,410
票を獲得して次点。USGTFゴルフティーティングプロ。ゴルフ
番組レギュラー出演多数。

内容

SPU招待特別講演・懇親会
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。皆様のご来場心よりお待ち申し上げます。

東京

※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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株式会社 パーソナルデザイン
代表取締役　唐澤 理恵 R i e  K a r a s a w a

vol.３
プレゼンテーションの技術

プレゼンは
最初の30秒で決まる
　最近流行の動画SNS、YoutubeやTikTok
は最初の掴みで視聴を促すかどうかが決まると
言われています。とくにTikTokは早いですね。
１～2秒で視聴ストップされてしまうことがほと
んどだそうです。ちなみに私も60歳の手習いで
TikTokを始めてみましたが、結構苦戦を強いら
れています。facebookの場合、元々の友人知
人が見てくれていることもあり、温情が働くため
か、さほど短くないのはありがたいことです。
　さて、リアルなプレゼンテーションの場合はど
うでしょうか。全体時間にもよりますが、最初の
30秒が第一の勝負ポイントです。登場した瞬
間から舞台正面に立つまで、そして最初に話
始めるところから聴衆をいかに引き付けるかが
重要です。
　Vo.1でお伝えしましたが、あなたのState
(心身状態）が良い状態であるかを確認しま
しょう。プレゼンの内容が整えば、それに見合
う服装を選び、髪形などの身だしなみを整え
て、姿勢よく堂々と登場することからプレゼン
は始まっています。演台、もしくは立ち位置で
は、ゆっくりと聴衆に目を向けて一呼吸を置い
て一礼します。そして、さらに一呼吸おいて話し
始めます。この一呼吸ができない人がいかに
多いか。やはり焦ってしまうのでしょうね。この
焦りから自分自身をリリースしてくれるのも、こ
の一呼吸です。「呼吸を征したもの、プレゼン
を征す」と言っても過言ではありません。
　そして、Vol.2でお伝えしました質問を2度、さ
らに何を伝えるのかという要約を話します。30
秒で惹きつけ、要約を含む3分で聴く気にさせ
ることができれば、好発進です。

言語は７％、非言語が93％、
なかでも声が成否を分ける
　プレゼンの始まりは言語ではなく、非言語で
あることはこの連載でずっとお伝えしてきてい
ます。非言語のもつ力は計り知れません。とく
に非言語の中でも最後の最後にプレゼンの
成否を分けるのは、あなたが発する声です。言
語を相手に伝えてくれる運び屋さんは声に他
ならないからです。折角のプレゼントも運び屋
さんが乱暴だったり、やけにのんびりしていたり
では、贈り物の価値が落ちてしまいます。メラビ
アンの法則（※図１）によると、非言語の効果
93％のうち、聴覚による情報、つまり話し方な
どの声の効果は38％と言われています。視覚
による情報は55％ではありますが、視覚には
理性が影響するため、多少惹きつけられない
見た目であっても学習意欲や情報収集意欲
があれば聴く気になります。しかし、理性が効き
にくい原始的な感覚である聴覚は、嫌な声は
本能的に聴いていられず、話の内容が入って
こない現象を引き起こします。こう考えると声を
ないがしろにはできませんよね。
　では、どうしたらよいのでしょうか。声は、身体
全体が楽器です。音楽家が楽器をメンテナン
スするように自分の身体をメンテナンスしておく
ことです。運動不足で肩が凝っていたり、不摂
生の極みで内臓が硬く癒着しているようでは本
来の良い声は生まれません。毎朝お薦めする
良い声のための軽い体操は、私のTikTokの
配信（※）を観ながら挑戦してみてください。笑
　さあ、いよいよ発声です。腹式発声（※）が
基本ですが、言語がしっかりと相手に伝わるた
めには母音のアイウエオがしっかりと発音でき
るかがポイントです。口の開きが十分かどうか

です。そして、子音のときに舌をフル活用でき
るように日頃から滑舌を鍛えることもよいでしょ
う。歯茎の上の舌回しトレーニングをお薦めし
ています。
　さて、そのうえで説得力と共感力のある話し
方とは、６つの要素（大小・強弱・高低・緩急・
間合い・音色）を話の内容に合わせて使い分
けられるかがポイントとなります。このあたりは
歌と同じです。トレーニングをしてすぐにできるこ
とではありませんが、原稿を読んでいるようでは
なかなか上達しないのも事実。実際のところ、
友人や家族と感動したことや大変だった出来
事を気軽に話しているときは、おのずと６つの
要素を巧みに活用しているはずですが、プレゼ
ンとなるとそれができない。つまり、感情や情動
が声に乗れば、おのずと６つの要素を使い分
けることはできるはずです。これこそが声がとて
も原始的（プリミティブ）であることの証です。
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唐澤理恵（からさわ りえ）
お茶の水女子大学被服学科卒業後、株式会社
ノエビアに営業として入社。1994年最年少で同
社初の女性取締役に就任し、6年間マーケティン
グ部門を担当する。2000年同社取締役を退任
し、株式会社パーソナルデザインを設立。イメー
ジコンサルティングの草分けとして、政治家・経営
者のヘアスタイル、服装、話し方などの自己表現
を指南、その変貌ぶりに定評がある。
早稲田大学大学院アジア太平洋研究科経営
学修士（MBA）、学術博士（非言語コミュニケー
ション論）。

株式会社 パーソナルデザイン

目線の送り方と交わし方
　目は口ほどにものを言う。プレゼンのときの目
線は大きな役割を演じてくれます。コミュニケー
ションにおけるアイコンタクトが相手との関係
性をよりよくしてくれるように、プレゼンのときも
相手が多数であるだけで効果は同じです。人は
目と目が合った瞬間、無意識領域がワークして
嘘をつくことができなくなると言われますが、信
頼関係を作り上げる重要ツールです。
　しかしながら、相手が多数であるがゆえに目
線をどう運ぶかが大切なポイントとなります。こ
こでは一つの基本パターンをお伝えします。ま
ずは、立ち位置に立った瞬間は真正面に目線
を置きます。最前列から最後列の3分の2後

列側に目線を送ります。その後、上手側（自分
の右側）45度にゆっくりと目線を動かし、次に
逆側45度までゆっくりと動かしていきます。広
い会場になればなるほど、目線を送る範囲が広
くなりますから、それに合わせたスピード感が必
要です。図2を参考に一度シュミレーションして
みましょう。動かす時間は15秒が目安です。こ
れが速すぎるとせわしない印象をつくってしま
いますし、ゆっくり過ぎても間延び感がでてしま
います。慣れてくれば、会場の広さや聴衆の人
数に合わせたスピード感がつかめます。まずは
やってみることです。
　目線を送っているときに目があったらどうしよ
う。そんな質問をよくいただきます。相手の表

情にもよりますが、一瞬目線を止めて、一対一
のアイコンタクトを意識してもいいでしょうね。
自分に話しかけてくれているという印象を与え
ることができれば成功です。目をそらされる場合
もありますが、それはそれ。そのまま目線を動か
していきます。ただし、ある人だけをずっと見続
けると意味合いが生じてしまいますから、注意
しましょう。どちらにしても、プレゼントを贈るつも
りで優しい目線を送ることが大切ですね。

プレゼントを
しっかり相手に届けるために
　とかく私たち日本人は、贈り物をする際に
「粗品ですが・・・」などと謙遜することが多く、
欧米のようにこんなに素晴らしい贈り物です
と渡す人はまだまだ少ないのが現状です。し
かし、プレゼンテーションのときは堂 と々自信を
もって、こんなに素晴らしいプレゼントをあなた
に差し上げますという意識で行いましょう。相
手がそのプレゼントを受け取ることで大きく変
化する姿を明確にイメージしながら、ワクワクし
てドキドキしてプレゼンテーションを進めます。
それによって、そのイメージが顔の表情、声の
表情をつくり、ボディランゲージにまで伝染しま
す。形から入る方法もありますが、もっとも感染
力があるのは、自然に発する動きや表情です。
そのためには、プレゼンの内容をしっかりと頭
に叩き込み、ワクワクしながらプレゼンするに限
るということです。つまりは、プレゼンの内容も
表現する技術も両輪であり、うまくかみ合ったと
きに最高の結果を生むことでしょう。

さて、次回は究極のプレゼンテーションのため
の上級エッセンスをお伝えします。

http://www.pdn.jp

※ メラビアンの法則：南アリフォルニア大学のアルバート・メラビン教授による表現による印象度の法則。　　
あいまいな情報の場合、人は言語よりも見た目や話し方などに影響を受ける。

※唐澤理恵のTikTokアカウント：@riekarapp「からさわ理恵」

※ 腹式発声：腹式呼吸による発声方法。呼吸がたっぷり肺に入るため息が長く続き、声のコントロ－ルがしやすい
発声方法。

図2 目線の送り方
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会場の広さや聴衆の数によって
適宜目線の幅を変える

あるいは
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profi le 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。

「めまい」もいろいろ
　急に朝起きたら天井が回るようなめま
いを経験したことはありませんか。突然の
ことでびっくりして、どうしたらいいのか
不安になります。「めまい」は症状であり、
疾患名ではありません。めまいといっても
いろいろなめまいがあり、脳血管障害と
関係して命にかかわるものから、内科を
受診しても原因がわからず不定愁訴とし
て診断されることもよくあります。めまい
は約25％の人が一生のうちで1度は経験す
る症状です。今回はめまいをとりあげてみ
ます。

めまいの分類
　めまいを引き起こす原因疾患は、中枢性
から末梢性、循環器疾患など多岐にわた
ります。めまいの症状は変動し、診察時に
はすでに客観的な病的所見が消失してい
るなど、正確な診断が困難な場合もよくみ
られます。めまいは症状から簡単に分類す
ると、回転性めまい、動揺性めまい、失神
前めまいの3つになります。
　vertigo（回転性めまい）はぐるぐるまわ
る、「景色が流れる」などのめまいです。
dizziness（動揺性めまい）はふらふら、ふ
わふわ、体がふらつく（dysequilibrium）、
頭がふらつく（light-headedness）めまいで
す。失神前めまい（presyncope）は気が遠
くなる、意識を失いそうになる、風呂あが
りに気が遠くなる感じ、血の気が引くめま
いです。

めまいをきたす疾患
　このようなめまいの分類から可能性の
ある疾患として、vertigo（回転性めまい）
では中枢性（脳血管障害、脳腫瘍など）や
末梢性（良性発作性頭位めまい症、メニエ
ル病など）があります。またdizziness（動
揺性めまい）は中枢性も末梢性もあり、血
管系とどれも可能性があります。そして失
神前めまい（presyncope）では出血、心血

管系、血管迷走神経系が考えられます。
下図にめまいをきたす疾患をあげていま
す。最も多い良性発作性頭位めまい症は
全体の約40％になります。60歳以上ではめ
まいの約70％にあたります。そのほか、耳
の内リンパ水腫が原因のメニエール病、前
庭神経炎、耳の循環障害やウイルス感染

による突発性難聴などもあります。

良性発作性頭位めまい症
（benign paroxysmal positional vertigo: BPPV）

　特定の頭位をとると、回転性（時にに動
揺性）めまいが起こります。起床・就寝時、
棚の上の物を取る上向き、または洗髪のよ
うな下向き頭位、寝返りなどで誘発されま
す。耳鳴りや難聴はありません。「朝ベット
から起き上がるときのめまい」「寝返りで
もめまいがする」「じっとしているとめまい
は１分ぐらいでおさまるが、頭を動かすとめ
まいが再発する」など、日常の動作によっ
てめまいがおこり、症状が週単位で持続す
ることから不安をともないます。BPPVの病
因は半規管内（またはクプラ）の耳石（デ
ブリ）であるとの考えから、頭部の運動に
より耳石を半規管内から卵形嚢へ移動さ
せることを想定した頭位治療が行われてい
ます。またBPPV は自然治癒例が少なくな
く、抗めまい薬、抗不安薬、血管拡張薬な
どめまいに対する対処療法と頭位治療が
主な治療で、予後は良好です。

中枢性を疑うとき
　生命に関わるめまいとして中枢性を疑う

ときのポイントです。脳血管の障害と脳腫
瘍によるめまいです。このようなときには
脳神経内科や神経内科を受診して脳の画
像検査（CT/MRI）が必要です。

・突然発症

 ・ 脳血管障害の危険因子（高血圧、糖尿
病、脂質異常症、喫煙）

 ・頭痛、頸部・後頭部痛
 ・ 構音障害、嚥下障害、複視、半身のしび
れ、脱力

 ・顔、口の周りのしびれ、
 ・（片側にだけに）倒れそうになる

dizziness(動揺性のめまい)
にも注意
　ふらふら、ふわふわ、体がふらつくなど
の症状は感染症や全身状態が悪いことか
ら起こっていることもあります。血圧の変
動、起立性低血圧や不整脈、例えば房室
ブロックや心房細動でもおこります。さら
に低血糖や鉄欠乏性貧血なども考える必
要があります。女性では更年期障害や月経
前症候群、月経困難症に伴うめまいが増え
ています。また飲んでいる薬、特に降圧剤
によって血圧が下がりすぎていたり、抗不
安薬や抗うつ薬などの精神科から出され
ている薬の作用も見逃せません。

不定愁訴としてのめまい
　不定愁訴に多い症状としてはめまいが
あります。めまいの原因となる疾患はわか
らないときに不定愁訴としてなります。過
度なストレスと筋肉の緊張からだといわれ
ています。ふらふら、ふわふわ、体がふら
つくなどのめまいの他に、不眠や頭痛、動
悸、肩こりなど自律神経が乱れた症状を伴
うことが多く、自律神経失調症と診断され
ることもあります。
　いろいろなめまいがあり、その背後にど
んな疾患があるのか知っていること、早
めの対応が大切ではないでしょうか。日ご
ろからストレス低減させる生活も心がけま
しょう。

連載 【第 20 回】

めまい

内科外来マニュアルより引用
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　日本整形外科学会の調査で、日本で3,000万人いると推計されてい
る腰痛。この原因のほとんどは悪姿勢による背骨の硬化にあります。
腰痛の中でも「特異性腰痛」とは主に

◯腰椎椎間板ヘルニア
◯脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう）
◯腰椎圧迫骨折
などがあり、骨の感染症やがんの転移などなども含みます。それに対して
「非特異性腰痛」とはレントゲンなどで検査を行っても原因を特定するこ
とができない症状のことで、腰痛の約85％にあたるのが、この「非特異性
腰痛」です。その原因はパソコン作業や肉体労働などによる同一の動作
や悪姿勢が続く中で腰に負担がかかるものです。

　悪姿勢が長い時間続くと背骨が硬くなります。背骨には私たちの体重、
特に頭の重さの影響で常に縮む方向にばかり圧がかかっています。その
圧に抵抗する力が背面の筋肉を緊張させて疲労が蓄積してしまいます。

　それを解消するために、私たちが両腕を上げて何かにぶら下がるような
動きを頻繁に行う習慣が必要です。腕を上に伸ばす動きで、背骨には上
下に「伸びる」動きが生じるので、これによって背骨の柔軟性を回復させ
れば椎間板がつぶれるといった椎間板の変性も起こりにくくなり、腰痛の
予防につながります。

　加齢と共に起こりやすい脊柱管狭窄症は悪姿勢が続いて背面の筋
肉が疲労すると、背骨の中の神経の通り道（脊柱管）が、狭くなることで
（狭窄）神経や血管が圧迫され、腰痛を代表とする様々な不調が起こる
のです。

　脊柱管狭窄症は、加齢変化とともに進行します。加齢変化とは、体から
水分と油分が抜けて縮んで（萎縮）硬くなってゆく現象で血流も低下しま
す。その大きな原因が悪姿勢と運動不足なのです。姿勢が悪いと特に腰
部に圧がかかり、背骨や背筋全体が固まっていくと加齢変化がより早く
進みます。

　そこで生涯良い姿勢を保つためには、空からぶら下がるイメージで腕を
伸ばし脇腹を伸ばす習慣を持ち、背骨や背筋を柔らかく保つ事です。これ
だけでも気分や体調はかなり変わります。腰痛が軽減し、回復された方の
特徴は、姿勢矯正や運動を習慣化する環境や心理面などを変えることで
結果につながったとされるエビデンスもあります。

　フォーラムエイトで毎週水曜日に開催されているピルビスワークレッスン
では、姿勢を矯正し、加齢変化を遅らせる目的の背骨の柔軟性を回復さ
せるエクササイズに力を入れています。日常的に姿勢を良くする意識と腕
を伸ばす動きの習慣で腰部の固まりや筋肉疲労を緩和して良く動ける体
を造ります。

まとめ 腰痛改善には、姿勢矯正が重要であり、姿勢矯正のために
は骨盤から背骨を連動して動かせる「背伸びの運動」を習慣にしましょう! 
血液・リンパ・脳脊髄液などの体液の流れはより運動の効果を高めて、動
きやすい体は前向きな気持ち、睡眠の質まで改善されますから、今からで
も対処出来ると信じて、効果が出るまであきらめないで、生涯続ける良い
体の習慣を持ちましょう!

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 6 回

一般社団法人 日本ピルビスワーク協会　立花 みどり

pelviswork

https://pelviswork.com

profi le  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。

「腰痛対策！背骨を柔らかくする
　　バンザイストレッチを習慣に‼ 」

https://youtu.be/-RoJEAtXDsg

ストレッチの方法

1 壁に向かって腕を伸ばし、息を吸いながら背中を反らせます。
2 息を吐きながら背中を丸めます。
　 1 ～ 2 を3回繰り返す。
3 右腕を上に向かって伸ばし、右の脇腹をよく伸ばします。
4 左腕を上に向かって伸ばし、左の脇腹をよく伸ばします。　

3 ～ 4 を5回繰り返す。

ストレッチの方法

1 テーブルに向かって腕を伸ばし、息を吸いながら背中を反らせます。
2 息を吐きながら背中を丸めます。
　 1 ～ 2 を3回繰り返す。
3 右腕でテーブルを押し、体を左にひねり右の脇腹をよく伸ばします。
4 左腕でテーブルを押し、体を右にひねり右の脇腹をよく伸ばします。

3 ～ 4 を5回繰り返す。

壁を使ったマウンテンストレッチ壁を使ったマウンテンストレッチ

オフィスでできるテーブルストレッチオフィスでできるテーブルストレッチ

11 22 33 44

11 22 33 44
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1.適格請求書（インボイス）発行事業者の皆様へ
適格請求書発行事業者として登録された情報（氏名・法人名・登録

番号など）は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公
表されます。また、令和５年10月１日以降に行う課税取引について、原
則、以下の義務が課されます。

1. 適格請求書の交付
取引の相手方の求めに応じて、適格請求書（インボイス）を交付する。

2. 適格返還請求書の交付
返品や値引きなど、売上げに係る対価の返還等を行う場合に、適格

返還請求書を交付する。

3. 修正した適格請求書の交付
交付した適格請求書に誤りがあった場合に、修正した適格請求書を

交付する。

4. 写しの保存
交付した適格請求書の写しを保存する。

適格請求書発行事業者の登録を受けている間は、基準期間の課税

売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要となります。

事業者免税点制度の適用はありません。

次の場合は、所轄税務署への届出手続が必要となります。

公表事項の追加・変更手続 提出すべき届出書等

免税事業者
・氏名、名称、法人の本店所
在地を変更する場合

・個人事業者等の主たる屋号
などを追加・変更する場合

・適格請求書発行事業者登録
簿の登載事項変更届出書

・適格請求書発行事業者の公
表事項の公表（変更）申出書

登録失効手続
・登録の取消しを求める
　場合（※１）

・事業を廃止した場合
・法人が合併により消滅した
場合

・個人が死亡した場合（※１）

・適格請求書発行事業者の登
録の取消しを求める旨の

　届出書（※2）

・事業廃止届出書
・合併による法人の消滅届出書
・適格請求書発行事業者の死亡
届出書

※１ 令和５年10月１日以降の手続となります。
※２ 消費税課税事業者選択届出書を提出している事業者が免税事業者になる場
合は、消費税課税事業者選択不適用届出書の提出が併せて必要となります。

次の取消事由に該当する場合には、適格請求書発行事業者の登録
が取り消されることがあります。
①１年以上所在不明である場合（「所在不明」とは、例えば、消費税の

申告書の提出がない場合などにおいて、文書の返戻や電話の不通を
はじめとして、事業者との必要な連絡が取れないときをいいます）

②事業を廃止したと認められる場合
③合併により消滅したと認められる場合（法人の場合）
④消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合
⑤虚偽の内容を記載した適格請求書発行事業者の登録申請書を提出
して登録を受けた場合

2.消費税の申告について
適格請求書発行事業者の登録を受けている間は、基準期間の課税

売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要となります。
免税事業者の方が令和５年10月１日から登録を受ける場合は、登録

日である令和５年10月１日以降の課税資産の譲渡等について、消費税
の申告が必要となります。
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得

て行う資産の譲渡、貸付けおよび役務の提供です。

3.簡易課税制度について
簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点か

ら、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れ
に係る消費税額を算出することができる制度です。
具体的には、納税地の所轄税務署長へ事前に「消費税簡易課税制

度選択届出書」を提出した課税事業者は、その基準期間（個人事業者
は前々年、法人は前々事業年度）における課税売上高が5,000万円以
下の課税期間について、売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分
（事業区分）に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額
を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除する
ことになります。
簡易課税制度を適用するときの事業区分およびみなし仕入率は、右

上の表のとおりです。

4.免税事業者の方が登録に合わせて簡易課税制度を
　選択する場合の特例
免税事業者の方が登録に合わせて簡易課税制度を適用しようとす

る場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を登録を受けた日を含
む課税期間の末日まで※に提出すれば、その登録を受けた日から簡易
課税制度の適用を受けることができます。
※例：令和５年10月１日に登録を受ける個人事業者の場合は、令和５年
12月31日まで

※課税期間の末日が土・日曜日・祝日等に当たる場合でも、消費税簡易
課税制度選択届出書の提出期間は延長されません（適用しようとす
る課税期間の末日までに提出する必要があります）

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、適格請求書（インボイス）発行事業者
に向けた案内と関連する補助金、禁止留意事項について解説いたし
ます。

適格請求書（インボイス）発行事業者への案内
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5.関連する補助金

小規模事業者持続化補助金
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更

等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助
することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性
向上と持続的発展を図ることを目的とした補助金です。持続的な経営
に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、その取組と
併せて行う業務効率化（生産性向上）の取組を支援するため、それに
要する経費の一部を補助するものです。
●申請受付締切（第11回）：2023年2月下旬

IT 導入補助金　デジタル化基盤導入類型
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の課題やニーズに合っ

たITツール導入費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップ
をサポートする制度です。
「デジタル化基盤導入類型」は、インボイス対応も見据えた企業間

取引のデジタル化を推進することを目的として、会計ソフト・受発注ソ
フト・決済ソフト・ECソフトの経費が補助されます。
●申請受付締切（18次）：2023年2月16日（木）

6.適格請求書発行事業者の禁止留意事項
 （下請法、独禁法違反）

事例１
・「報酬総額11万円」で契約を行った。
・取引完了後、インボイス発行事業者でなかったことが、請
求段階で判明したため、下請事業者が提出してきた請求書
に記載された金額にかかわらず、消費税相当額の１万円の
一部又は全部を支払わないことにした。
▶下請法違反となります！

発注者（買手）が下請事業者に対して、免税事業者であることを理
由にして、消費税相当額の一部又は全部を支払わない行為は、下請法
第４条第１項第３号で禁止されている「下請代金の減額」として問題に
なります。

事例2
・ 継続的に取引関係のある下請事業者と、免税事業者である
ことを前提に「単価10万円」で発注を行った。

・その後、今後の取引があることを踏まえ、下請事業者に課
税転換を求めた。結果、下請事業者が課税事業者となった
にもかかわらず、その後の価格交渉に応じず、一方的に単
価を据え置くこととした。
▶下請法違反となるおそれがあります！

下請事業者が課税事業者になったにもかかわらず、免税事業者であ
ることを前提に行われた単価からの交渉に応じず、一方的に従来どお
りに単価を据え置いて発注する行為は、下請法第４条第１項第５号で
禁止されている「買いたたき」として問題になるおそれがあります。

事例3
・ 課税事業者が、取引先である免税事業者に対して、課税転
換を求めた。

・その際、「インボイス事業者にならなければ、消費税分はお
支払いできません。承諾いただけなければ今後のお取引は
考えさせていただきます。」という文言を用いて要請を行っ
た。また、要請に当たっての価格交渉にも応じなかった。
▶独占禁止法上問題となるおそれがあります！

課税事業者になるよう要請すること自体は独占禁止法上問題にな
りませんが、それにとどまらず、課税事業者にならなければ取引価格を
引き下げる、それにも応じなければ取引を打ち切るなどと一方的に通
告することは、独占禁止法上問題となるおそれがあります。また、課税
事業者となるに際し、価格交渉の場において明示的な協議なしに価格
を据え置く場合も同様です。

出典・引用 

監修：久次米公認会計士・税理士事務所

［1］国税庁「適格請求書発行事業者の皆様へ」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/
shohi/keigenzeiritsu/pdf/0021009-084_02.pdf

［2］商工会議所地区「令和元年度補正予算・令和 3 年度
補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞
公募要領」
https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_koubo.pdf

［3］IT導入補助金2022
https://www.it-hojo.jp/applicant/

［4］公正取引委員会「インボイス制度後の免税事業者と
の取引に係る下請法等の考え方」
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/
invoice/invoice_jirei.pdf

［5］中小企業庁「生産性向上に取り組む皆様へ」
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/
invoice/invoice_jirei.pdf

事業区分 該当する事業 みなし仕入率

第一種 卸売業 90%

第二種 小売業、農林漁業（飲食料品の譲渡に係る事業） 80%

第三種
農林漁業（飲食料品の譲渡に係る事業を除く）、鉱業、建設業、製造業（製造小売業を含む）、
電気業、ガス業、熱供給業及び水道業

70%

第四種 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業、第六種事業以外の事業（飲食店業等） 60%

第五種 運輸通信業、金融業及び保険業、サービス業（飲食店業に該当する事業を除く） 50%

第六種 不動産業 40%



人材育成と文化振興に貢献
　CG-ARTSは、コンピュータを利用した画像情報分野の人材育成と文化振興の

一翼を担う組織として、30年以上に渡って活動を続けてきました。前身となったの

は、1985年に日本初のCGスタジオでスタッフ教育のため発足した「CGカリキュラム

研究会」。その後、CGの進歩と広がりとともに発展し、1991年に体系的なCG教育

カリキュラムが完成し、1992年に設立が認可され、現在のCG-ARTSが創設されま

した。デジタル情報技術を駆使した新たな価値を創造できる人材の育成として、教

育カリキュラムの作成、教材の開発・出版、目標となる検定の実施、教育機関の支

援、産学交流の機会の創出など、様々な活動を行っています。

　文化振興としては、「文化庁メディア芸術祭」に立ち上げ段階から関わり、 1995

年からは学生CGコンテストを主催しています。メディアアート、ゲーム、アニメーショ

ン、マンガ等、メディア芸術分野を中心に、新しい才能を社会につなげていくための

様々な活動に取り組むとともに、社会からの要望に応えて様々なソリューションを提

供しています。

協会の理念

●CGクリエイター検定
CGで表現するデザイナー、クリエイター向け。映画・アニ

メーション・ゲーム・CM、ミュージックビデオ、アプリなど。

●CGエンジニア検定
CG分野の開発・設計をするエンジニア、プログラマ向け。

アニメーション、映画、ゲーム、VR、AR、アプリなど。

●画像処理エンジニア検定
画像処理分野の開発・設計をするエンジニア、プログラマ

向け。映像通信、コンピュータ周辺機器、ロボットビジョン、

医療、印刷など。

●Webデザイナー検定
Webサイト制作のコンセプトから運用に携わる人向け。

Web制作テスト、Web運用、インフォメーションアーキテクト

など。

●マルチメディア検定
ビジネスや開発でICTを活用する人向け。ICT、コンテンツ

制作、ビジネス全般など。

CG-ARTS検定のラインナップと関連書籍

出版・セミナー
WS・育成支援 検定コンテスト

交流機会創出
コーディネート

人材育成

文化振興

学ぶ
育む 挑む

つなぐ

学

官

産

会員紹介
CG-ARTS（公益財団法人画像情報教育振興協会）
今号では、この度表技協の会員に入会されましたCG-ARTS（公益財団法人 画像情報教育振興協会）をご紹介いたします。

5種類のCG-ARTS検定を実施
CG-ARTSでは、画像を中心とした情報分野のスキルアップ

を図る5つの検定試験を実施。「ベーシック」と「エキスパート」

の2 段階が用意された検 定試 験の学習を通じて、さまざまな

デジタル情報を使って新たな価値の創造ができる人材を育成

し、この分野に携わる人たちをサポートしています。さらに、CG-

A R TS 検 定に 対応したテキストや問題 集、実 践 書・応用書を

出版しているほか、教育者用の教材も開発・提供しています。

人材育成事業における連携
　フォーラムエイトではCG -A RTSの賛助会員として長年「人

材育成パートナー」を務めており、「CG Kyo to202 2」などの

同協会後援イベントにも協賛しています。また、表技協では、

2018年の第2回羽倉賞より、応募作品の推薦団体としてCG -

A R T S に協力いた だいており、これまで、優れた画像表現の

受賞作品を多数推薦いただきました。今後も相互に協力を継

続し、表現技術分野の発展と人材育成を推進していきます。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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表倉賞は、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。202２年11月18日、

FORUM8デザインフェスティバル2022 Day2にて第6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DKFORUM賞1作品、

優秀賞2作品、奨励賞3作品の計7作品が選ばれました。

優秀賞

ラインアレイスピーカを用いた音場合成技術。複数の楽器がスクリーンから

飛び出し、あたかも聴取者の目の前から後方に通り抜けたり、聴取者の周

りをぐるりと回るなど、聴取者の周囲近傍の空間上で音が奏でられているよ

うに感じるコンテンツを制作。複数スピーカユニットを直線配置したラインア

レイスピーカを用い、ターゲットとなる音の空間を合成する音場合成技術を

応用。スピーカよりも手前で楽器が鳴っている音空間をターゲットとして計

算される強さやタイミングで、個々のスピーカユニットから音を再生すること

で、実際には存在しない楽器がスピーカよりも聴取者の近傍で鳴っている

ように感じられる。また、複数の楽器が移動しながら音を奏でる表現も可能。

「音が飛び出すピタゴラスイッチ」

NHK放送技術研究所 テレビ方式研究部

推薦：超臨場感コミュニケーション産学官フォーラム

東京2020オリンピックにおける新たな観戦体験の創造。スポーツ観戦にお

ける臨場感・一体感を、実際に会場に来られない方にも届けることにチャレ

ンジし、世界初となる技術的な成果を得た。視野角を覆うような超ワイド映像

を伝送し、セーリングでは巨大な競技映像を海上に浮かべ映像と空・海の境

界線を融合し、空間まるごとワープしてきたかのような臨場感を提供。バドミ

ントンでは選手映像のみを切り出し、遠隔地でホログラフィックに表示。マラ

ソン競技では沿道の画面を見る選手が多く、沿道で立って応援してくれて

いるかのような感覚を提供。

「超高臨場感通信技術Kirari!」優秀賞

NTT株式会社 人間情報研究所

推薦：超臨場感コミュニケーション産学官フォーラム

アナモルフォーシスは、特定視点から観察する際にのみ正しい投影像が得られる古典的な錯視技法。これを利用して2枚の画用紙を通常のディスプレイモ

ニタに取替え、Webカメラ越しに見る者の視点を追跡。アナモルフォーシスをリアルタイムに再計算・提示することで、手軽に運動視差を誘発する立体視シ

ステムを設計。しかし近接した小規模の投影像では両眼視差の影響で効果が低減する。そこでユーザ個々に両眼間に理想的な投影像を結ぶ位置（サイ

クロープスの眼）が存在する事実に基づき最適なアナモルフォーシスを保証する較正機能を追加したことで、折畳みディスプレイを搭載したラップトップPC

上でも眼精疲労の少ない個人向け裸眼立体視環境を実現。

「アナモルフォーシスに基づく個人用裸眼立体視システム」

慶應義塾大学理工学部情報工学科　藤代一成研究室

推薦：情報処理学会

第 6回
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奨励賞

GPSとコンパスで車の位置と方向を取得、リアルタイムで投影映像に反

映させ、地面に張り付いたような映像を投影。さらに車が移動するシーン

全体を3DCGとして構築、その中に三次元物体、仮想的な車と2台のプ

ロジェクタ、仮想観察者を配置。投影映像にトリックアートの立体感と車

の移動に伴う運動視差立体視の要素を持たせ、暗闇の中の三次元物

体がヘッドライトに照らされて現れる様子を車内外から立体的に観察す

るという、今までにない表現を実現。

愛知工業大学大学院 経営情報科学研究科/トヨタ紡織/NTTドコモ

「移動する車を用いた立体的プロジェクションマッピング」

推薦：CG-ARTS協会

奨励賞

ダンスをマスターした自身の映像を先に見ることによるダンス学習支援。

理想的な動作を行う自身の映像を見ることで行動の改善を促す「ビデオ

セルフモデリング」は、運動技能の学習においても有効とされる。しかし、

その映像を作成するには多くの時間と手間がかかる。そこで、深層学習に

よる映像生成技術を用いて、参照動画中のダンサーの動作と同じ動作を

行う学習者自身の映像を自動で生成し、その映像を見ることで学習を促

す「Deepfake Video Self-modeling」を提案。「自分がダンスしているよ

うに感じた」参加者は、提案手法の学習効果が高い傾向がみられた。

「Deepfake Video Self-modeling」

神戸大学大学院 工学研究科/ソフトバンク

推薦：情報処理学会

奨励賞

一般的な投影装置（プロジェクタ）を体験者から見えないように隠し、体

験者が直接触って動かす物体に追従し見た目を変化させる、最先端の

立体映像生成技術と組み合わせた動的プロジェクションマッピング。プ

ロジェクタの存在を感じないため、映像演出効果を大幅に高める。また、

再帰透過光学系による立体像の利用により、体験者の手や体が光路

を遮っても影がほとんどできず、映像投影された対象物体に直接手で触

れて動かすインタラクションも可能。

「”見えない”プロジェクタによる触れる動的プロジェクションマッピング」

電気通信大学 大学院情報理工学研究科 橋本研究室

推薦：最先端表現技術利用推進協会

フォーラムエイトDKFORUM賞

D-K/デジタル掛け軸を、ミラーの反射により画像が増幅され、球体を形成した画像を空間に浮かび上がらせる。イメージ生成装置として、各種イベントのイン

スタレーションとしての利用の他、D-K/デジタル掛け軸の医学的な知見を活かし、リラクゼーションや瞑想の装置としての利用が可能。プロジェクタの存在

を感じることがないため、プロジェクションマッピングにおける映像演出効果を大幅に高める。また、再帰透過光学系による立体像を利用しているため、体験

者の手や体が光路を遮っても影がほとんどできず、映像投影された対象物体に直接手で触れて動かすようなインタラクションも可能。

「D-K AMP」

株式会社ユウプラス

推薦：最先端表現技術利用推進協会 
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第１回システムオブザイヤー結果発表・表彰式を実施

VR推進協議会では、3DVRによる自動運転やドローン飛行シミュレーショ

ンなどの、VRを利用したバーチャルなプラットフォームを提供し、メーカー、

大学などの研究者、エンジニアに開放することを目指しています。

今年より新設されたVRシステムオブザイヤーは、当協会の会員である

株式会社フォーラムエイトが開催する「第21回3D・VRシミュレーションコ

ンテスト」に応募された作品の中から、最も優れたVRシステムを表彰する

もので、審査を当協会が行いました。

受賞作品は、フォーラムエイトデザインフェスティバル2022において、

11月16日（水）の「第21回3D・VRシミュレーションコンテスト表彰式」内

で発表され、受賞者にはトロフィー、賞状、賞品が贈られました（賞品の通

販ギフト券30万円は、相当金額を日本赤十字社に寄付いたしました）。

「施工DXチャレンジ（遠隔施工等実演会）デジタルツインシステム」

F8VPSで構築されているVR国総研においてDX実験フィールドで開催さ
れる遠隔施工等実演会のバーチャル会場を構築。VR空間上には会場レイ
アウトと重機のほか、現場の映像がリアルタイムでバーチャル会場上でライ
ブ配信されます。デジタルツインプラットフォーム活用展開として、重機セン
サーの情報を取得し、VR上で現場と同期した重機の動作シミュレーション
も可能としています。
VR国総研内のDX実験フィールドが更新され、遠隔施工等実演会のバー

チャル会場が再現されています。会場のレイアウトや重機のイメージを見る
ことができ、空間上に配置されたカメラから動画を閲覧もできます。格納庫
をクリックすると、実演会のスケジュールが確認できます。

国土交通省

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。

第1回 VRシステムオブザイヤー（2022年）受賞作品

〒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

F8VPSで閲覧 ムービーで閲覧

　　　　

「遠隔施工等実演会」（施工DXチャレンジ2022）
開催日時：2022年11月21日（月）～22日（火）

場所：建設DX実験フィールド（茨城県つくば市）

　　　「VR国総研」にてオンライン見学併催

災害対応、生産性向上に加え、将来的な宇宙開発に資する遠隔施
工等の革新的施工技術について、各種技術及び技術者が集まり、実
フィールドでの実演を通じて、そのノウハウを共有し、技術の普及、技術

力向上、更なる技術開発を促進することを目的として開催されました。
当日は遠隔施工技術、遠隔施工技術など18技術の実演が行われ、

WebVRプラットフォームF8VPSで構築された「VR国総研／建設DX実
験フィールド」のオンライン会場には300名の参加者が集まりました。
遠隔施工技術の実演では、フォーラムエイトの3DVRによる重機の遠

隔操縦システムも使用されました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細（PDF）▶
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未来を可視化する
⻑⾕川章のアート眼

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。

vol.18

社会？や世界？といったものは、実際にそこにはそれは無く概念にすぎません社会？や世界？といったものは、実際にそこにはそれは無く概念にすぎません

とすると、社会や世界や宇宙は人の数だけさまざまにある！とすると、社会や世界や宇宙は人の数だけさまざまにある！
このことは、「私は、宇宙」、「宇宙は、私」と言ったことになりましょうこのことは、「私は、宇宙」、「宇宙は、私」と言ったことになりましょう

すると、美しい女、絵画、風景、美味しいものなどはそれを食べて味わった人々の感覚によって生まれたものですすると、美しい女、絵画、風景、美味しいものなどはそれを食べて味わった人々の感覚によって生まれたものです

「芸術、それを観るそれを聴く者達のこころの中に咲く花であろう」「芸術、それを観るそれを聴く者達のこころの中に咲く花であろう」

つまり、味覚をはじめ美感、触覚などすべての感覚は作家側ではなく其れを見た人、読んだ人、一人一人の感性と心のなかつまり、味覚をはじめ美感、触覚などすべての感覚は作家側ではなく其れを見た人、読んだ人、一人一人の感性と心のなか
に生まれたものと言えましょうに生まれたものと言えましょう

ガウディはスペインのモンセラッセ大自然自の岩山から、パウロ　ピカソは時代時代の恋人から、サルバドール　ダリは奥さんガウディはスペインのモンセラッセ大自然自の岩山から、パウロ　ピカソは時代時代の恋人から、サルバドール　ダリは奥さん
の朗読する宇宙論を横で聴きながら描いた溶ける時計？溶ける時間、、、の朗読する宇宙論を横で聴きながら描いた溶ける時計？溶ける時間、、、

アートであったり名作、名文、それらは全てそれを聴く側見る側の心の中で共鳴してうまれたものと言えましょうアートであったり名作、名文、それらは全てそれを聴く側見る側の心の中で共鳴してうまれたものと言えましょう

息子への応援歌



Up&Coming140号3D Technology Art News 119

Akira  HasegawakAkiAkirAkirAkir Ha Ha Ha  Hasegasegasegawaawaawa

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。

とすると作家たる者、事の仲介者としてどこから作品のネタまたは種子を得ればよいのか？とすると作家たる者、事の仲介者としてどこから作品のネタまたは種子を得ればよいのか？

家族、友人、恋人、政治、子供たち、戦争、事件、仕事、災害、などなど、御縁により家族、友人、恋人、政治、子供たち、戦争、事件、仕事、災害、などなど、御縁により
結ばれるものは多々あります結ばれるものは多々あります
これら社会がとりもつすべては大自然のなかで起こったことですこれら社会がとりもつすべては大自然のなかで起こったことです
とすれば事のこたえは全ては大自然にあると包み込み捉える事が出来ましょうとすれば事のこたえは全ては大自然にあると包み込み捉える事が出来ましょう

社会の出来事を産物としてマイニングすることより大自然からマイニングする事がいかに新し社会の出来事を産物としてマイニングすることより大自然からマイニングする事がいかに新し
くまたオリジナリティに満ち溢れているのですくまたオリジナリティに満ち溢れているのです

大自然、それは生き物にとってまさに宝の山々なのである大自然、それは生き物にとってまさに宝の山々なのである

これを、地福、御加護、地福、御縁、としましょうこれを、地福、御加護、地福、御縁、としましょう

アハ白山アハ白山

DKFORUM　デジタル掛軸×FORUM8タイアップ企画イベント開催報告掲載中!
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■追加ライセンスキャンペーン価格

Shade3D BIM/CIM設計照査オプションを15%OFFで
ご提供いたします。

すでに同じライセンスを1ライセンス以上お持ちの製品を15%OFFでご提供いたします。

対象製品例

Shade3D BIM/CIM 設計照査ツール

通常価格

44,000円（税抜40,000円）

キャンペーン価格

37,400円（税抜34,000円）

■Shade3D オプションキャンペーン価格

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。

対象製品例

橋脚の設計・3D配筋（部分係数法・H29 道示対応） Ver.6

橋台の設計・3D配筋（部分係数法・H29 道示対応） Ver.6

震度算出 ( 支承設計 )（部分係数法・H29 道示対応） Ver.4

通常価格

396,000 円（税抜 360,000 円）

363,000 円（税抜 330,000 円）

256,300 円（税抜 233,000 円）

キャンペーン価格

336,600 円（税抜 306,000 円）

308,550 円（税抜 280,500 円）

217,855円（税抜 198,050 円）

対象製品例

UC-win/Road Ver.16 Advanced

Shade3D Ver.23 Standard

Engineer's Studio® Ver.10 Advanced

FEMLEEG Ver.12 Advanced

Geo Engineer's Studio Ver.2 Standard

3D パラメトリックツール水工、
土工、橋梁下部工

F8VPS

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）

550,000 円～
（税抜 500,000 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）

495,000 円
（税抜450,000 円）

2023 年　開催日

02 月 01 日 ( 水 )

02 月 03 日 ( 金 )

02 月 08 日 ( 水 )

02 月 10 日 ( 金 )

02 月 17 日 ( 金 )

02 月 21 日 ( 火 )

03 月 01 日 ( 水 )

03 月 03 日 ( 金 )

03 月 07 日 ( 火 )

03 月 09 日 ( 木 )

03 月 14 日 ( 火 )

03 月 16 日 ( 木 )

03 月 23 日 ( 木 )

03 月 28 日 ( 火 )

03 月 30 日 ( 木 )

開催地

沖縄

鹿児島

福岡

宇部

松山

松江

広島

大阪

金沢

長野

名古屋

新潟

仙台

青森

札幌

実施期間 2023年1/1 日  ⇒ 3/31金  

キャンペーン情報

会場

ロワジールホテル那覇（3F 竜宮）

ホテルレクストン鹿児島（2F サルビア）

ANAクラウンプラザホテル福岡
（2F クラウングランドボールルーム）

ANAクラウンプラザホテル宇部（3F 万葉の間）

ANAクラウンプラザホテル松山
（4F ダイヤモンドボールルーム）

ホテル一畑

ホテルグランヴィア広島（4F 悠久）

フォーラムエイト大阪支社（OAPタワー 35F）

ホテル日航金沢（3F 孔雀の間）

ホテル国際 21（2F 弥生）

JP TOWER NAGOYA Hall & Conference
（KITTE名古屋 3F ホール）

ホテル日航新潟（4F 朱鷺 B）

ウェスティンホテル仙台
（2F グランドボールルーム竹）

ホテル青森（3F あすなろの間）

京王プラザホテル札幌（B1 プラザホール）

INFORMATIONINFORMATIONNNNNNFFFFFFOOOOOOORRRRRRMMMMMMMAAAAAATTTTTTIIOONNNNNNNNNNNFFFFFOOOOOOORRRRRRMMMMMMMAAAAAAATTTTIIOONNNNNN営業窓口／ FPBからのご案内



IT 導入補助金2022のご案内　

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の課題やニーズに合ったIT
ツール導入費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップをサポー
トする制度です。フォーラムエイトは「認定情報処理支援機関」の認定を
取得しており、交付審査で必要、あるいは有利になるツール・規格の利用
も含め、みなさまの補助金申請をサポートします。

申請にあたっての詳細な情報は、右上のQRコードをご参照ください。

●最終締切（デジタル化基盤導入枠）：2023年2月16日（木）

詳細はこちら ＞＞　「IT導入補助金 2022」のご案内
https://www.forum8.co.jp/topic/it-support.htm

※交付決定の連絡が届く前に発注・契約・支払い等を行った場合は、補助金の交付を受けることができません。

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

131,422
（2022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.115-117）

NPOシビルまちづくり
ステーション

http://www.itstation.jp/

国境なき医師団
https://www.msf.or.jp/

ユネスコ
https://www.

unesco.or.jp/

日本赤十字社
https://www.jrc.or.jp/

NPO
地域づくり工房

http://npo.omachi.org/

日本・雲南聯誼協会
http://www.jyfa.org/

赤い羽根共同募金
https://www.akaihane.or.jp/

交通遺児育英会
https://www.kotsuiji.com/

フローレンス
https://fl orence.or.jp/

在ウクライナ
日本国大使館
https://www.

ua.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/

NEW
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クラウド自動設計シリーズを15%OFFでご提供いたします。

■クラウド自動設計キャンペーン価格

対象製品例

BOXカルバート Ver.2

擁壁 Ver.2

土留め工

RC断面計算

仮設構台

通常価格

215,600 円
（税抜 196,000 円）

193,600 円
（税抜 176,000 円）

キャンペーン価格

183,260 円
（税抜 166,600 円）

164,560 円
（税抜 149,600 円）



FPB景品
カタログ
お申し込みは、ユーザ情報ペ
ージログイン後の専用フォー
ム、または弊社営業窓口から
お問い合わせください。

Up&Coming140号 Information122

初心者から解析エンジニアへ最速スキルアップ！
Enginee's Studio®初の公式ガイドブック登場
動的非線形解析の初心者を対象として、目的別のモデル作成から結果
確認・レポート作成まで基本操作を網羅。よく使う機能やテクニック、
ユースケースも多数収録しており、性能設計技術者必携の1冊です。

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

2020 日本語版／英語版

Shade3D公式ガイドブック

  日本酒
「愛してる」シリーズ

③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

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

①新版 地盤FEM解析入門 1,900pt

1,500pt

2,000pt

②都市の地震防災 1,300pt

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

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

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

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】
著者：家入 龍太
編著：フォーラムエイト

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

①
②

① ②

2,240pt

① ② ③
著者：蔡 飛
FORUM8
パブリッシング

2022 forビギナーズ

「Engineer's Studio®公式ガイドブック」
2,160pt著者：FORUM8 解析支援グループ

¥500¥500

表現技術検定 受講料

12,000pt
・建設ICT
・クラウド-AI
・情報処理／データベース
・まちづくり（入門／応用）
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おそばで家呑みセット

※発送時期：6月～12月

32GB 1,000pt
16GB        900pt

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

48,500pt

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
36,000pt

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
8,500pt③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）

2,470pt

800pt

9,500pt

5,400pt

①USBフラッシュメモリ 512GB　Kingston

②USB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

5,400pt

82,000pt
6,900pt

①竹製キーボード　フューチャーインタストリーズ（株）
②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

③ゴルフ・キャディバッグペン立て　Bluebonnet

2,300pt

2,300pt

920pt

1,500pt

①電球色（485lm　E26口金）

②昼光色（485lm　E26口金）

③昼光色（370lm　E17口金）

④電球色（450lm　E17口金）

56,100pt
50,400pt

①ファンヒーター 空気清浄機能付　dyson
②空気清浄機能付 テーブルファン　dyson

37,300pt③ルンバ（e5）　dyson

10,100pt⑨Echo Show 5　Amazon
16,600pt  ④体組成計インナースキャンデュアル　TANITA

21,200pt

6,300pt
19,900pt

⑤めざましカーテン　Robit
⑥セサミスマートロック　Candy House
⑦Qrio Lock　Qrio

6,900pt⑧MaBeee　NOBARS

①

②

②

③

④

④

①

③ ④

⑤ ⑥

⑨⑧

⑦

① ②

② ③

ECO関連

②①

②①

②① ②①

②①

①

② ③ ④

③

①

①
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2022 年は配信含め107 本の新作映画を鑑賞！2022
年の新作映画ベスト5、映画総括について語ります！

2022年映画ベスト5

5位「ハケンアニメ！」
同じクールにTVアニメーションを任されることになった2

人の監督が時代を象徴する伝説のアニメ＝ハケンアニメを
作るべく争う。中村倫也演じる天才アニメ監督に、吉岡里帆
演じる新人監督が挑みます。

アニメは1日にしてならず、１人にしてならず。非常に多く
のスタッフを巻き込んだアニメ制作現場を描くお仕事映画
です。無理難題に挑む吉岡里帆はじめスタッフの熱い仕事
に、社会人であれば勇気と元気を貰えるでしょう。
また、こちらの作品は東映が配給しており、グループ会社
である東映アニメーションがアニメ部分を監修しています。
常に覇権を争っている超大手ですが、東宝擁する新海誠作
品などライバルもいます。そうです。これは単なるフィクショ
ンではなく、東映のプライドを掛けた戦いでもあるのです！

「ハケンアニメ！」　日本映画　上映時間：128分　
監督：吉野耕平(「水曜日が消えた」「エンドローラーズ」)　
出演：吉岡里帆、中村倫也、柄本佑、尾野真千子ほか

4位「LOVE LIFE」
住宅団地に住む、ごくごく普通の3人家族に舞い込んだ

凄惨な事故から始まる人間ドラマ。カンヌ国際映画祭の常連
である深田晃司が監督しています。会話シーンがメインで
派手さは無いものの、わずかな視線の切り替えや会話のボ
タンの掛け違いによってキャラクターの心情を説明する、最
小限の演出で最大限の効果を見せている巧みな映画です。
　突然飛び交う手話や主題が見えないようにも感じます
が、今作のテーマはごく単純で、「とある2人が目線を合わ
せること」。しかし、これがいかに難しいことか、人間の本能
を抉る素晴らしいドラマになっています。

「LOVE LIFE」　日本映画　上映時間：123分　
監督：深田晃司(「淵に立つ」「本気のしるし」)　
出演：木村文乃、永山絢斗、山崎紘菜ほか

「2022年新作映画ベスト5！＆映画総括！」

『ハケンアニメ !』
© 2022 映画「ハケンアニメ !」制作委員会 /2022 年 5月20 日 公開
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3位「THE FIRST SLAM DUNK」
90年代バスケットブームの火付け役となった伝説の漫画

が20年余の時を経て映画化。原作者自らが監督を勤めた
のですが、今まで見たことのないスラムダンクの世界が広
がっていました。誰が相手でどんな試合をするのかはネタ
バレ出来ませんが、注目すべきは映像表現です。モーション
キャプチャを取り付け実際のバスケの動きをCGに反映、漫
画の絵をテクスチャにすることにより、井上先生の描いた漫
画が本物の人間のようにナチュラルに動くのです。未だか
つて見たことのないアニメーション表現に度肝抜くことで
しょう。令和になってもスラムダンクは私のバイブルです。

「THE FIRST SLAM DUNK」　日本映画　上映時間：124分　
監督：井上雄彦(漫画原作者)　   出演：仲村宗悟、木村昴ほか

2位「トップガン マーヴェリック」
　中年男性の心に燦然と輝き続ける名作「トップガン」
(1986)の続編にして、最高傑作。前作よりも戦闘シーンの
過激さがアップし、CG無しの命がけの撮影には空いた口が
塞がりません。戦闘機に乗るのはスタントでなく実際の役者
を起用し、トム自ら教官となって若手役者を鍛えました。な
お、トムは役柄でも海軍の教官であり、どんな時でも教官の
役が抜けませんでした。極限まで鍛え上げられた機体と肉体
は、我々の期待を遥かに上回るクオリティに仕上がりました。
半年以上にも及ぶロングランヒットも頷ける大傑作でした。

「トップガン マーヴェリック」　アメリカ映画　上映時間：131分　
監督：ジョセフ・コジンスキー(「オブリビオン」「オンリー・ザ・ブレイブ」)
出演：トム・クルーズ、マイルズ・テラーほか

1位「アンビュランス」
アンビュランスを直訳すると救急車ですが、その意味通り
救急車がスクリーンを駆ける異色のカーアクション映画で
す。銀行強盗を企てた犯人が救急車を乗っ取り警察とマフィ
アの手から逃れようとするのですが、逃げる姿があまりに
も劇的でカッコよくて他の追随を許しません。ただの救急車
をここまで魅力的に見せる監督の腕力は伊達じゃありませ
ん。CMディレクターからキャリアをスタートさせたマイケル・
ベイ監督だからこそ、救急車がレーシングカーにもダンプト
ラックにも見えるのです。最初から最後までドローンによる
撮影を敢行し、躍動感ノンストップで走り続けます！何かにこ
だわること、貫くことの大切さを感じる一作です！今作に関し
ては1位という選択肢しかありませんでした。

「アンビュランス」　アメリカ映画　上映時間：136分　
監督：マイケル・ベイ(「アルマゲドン」「トランスフォーマー」シリーズ)
出演：ジェイク・ギレンホール、エイザ・ゴンザレスほか

2022年の映画は、アニメがハケンを競う年に
2016年「君の名は」、そして2020年の「鬼滅の刃 無限列
車編」などアニメ映画が特大ヒットする傾向は前からありま
したが、2022年は完全にアニメが映画界を席巻しました。
12/4時点で、1年間に興行収入100億円を叩き出した作品
は3本。そのうちの2つはアニメ作品です(ONE PIECE、呪
術廻戦)。実写で唯一の100億円超えはトップガン マーヴェ
リック」で、邦画実写は完全なる敗北を喫しました。ベスト5
でご紹介した「ハケンアニメ！」のように、アニメ同士がハケ
ン映画を競いあっている状態なのです。
　その中でもトップに君臨するのは、東映の「ONE PIECE 
FILM RED」です。12月4日時点で興行収入180億円を突
破し、実写も含めて国内年間興行収入で1位の状態。まさし
くハケンを獲った作品なのです。私も鑑賞しましたが、世界
で最も愛される歌姫ウタによる圧倒的なライブパフォーマ
ンスは完全に劇場案件！どの形態でも良いですが、個人的
にはドルビーシネマやIMAXなど音響設備が優れた環境で
鑑賞して頂きたいです！
　なお東映は、2022年6月に公開された「ドラゴンボール
超 スーパーヒーロー」がアメリカの興行収入(8/19-8/21)
で首位を勝ち取り、12月3日に公開された「THE FIRST 
SLAM DUNK」も大ヒットで100億円超の可能性も。2022
年は東映がハケンを握る形になったのではないでしょうか。
2023年はどこがハケンを握るのか、今から楽しみです！

『ONE PIECE FILM RED』
© 尾田栄一郎 /2022 「ワンピース」制作委員会 / 2022 年 8月 6日 公開
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SEMINARSEMINAR INVITATIONINVITATIONEEEEMMMMMMINNAAAAARRRRREEEEMMMMMMIINNAAAAARRRRR IIIIIINNNNNVVVVVITTTTTTAAAAAATTIOOOOOOONNNNNNIIIIIINNNNNVVVVVIITTTTTTTAAAAAAATTIIOOOOOOOONNNNNNフェア・セミナー情報
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。

【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）

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

体
験
セ
ミ
ナ
ー

VR Simulation/CG
セミナー名 日程 会場

ジュニアプログラミングセミナー
1月  6日（金） 各会場/WEB

4月  4日（火） 各会場/WEB

スイート千鳥エンジン体験セミナー 1月13日（金） 各会場/WEB

F8VPS体験セミナー

1月27日（金） 各会場/WEB

3月16日（木） 各会場/WEB

5月26日（金） 各会場/WEB

組込システム入門 2月10日（金） 各会場/WEB

Shade3D体験セミナー
3月  2日（木） 各会場/WEB

6月  1日（木） 各会場/WEB

UC-win/Road DS体験セミナー 3月23日（木） 東京/WEB

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17日（火） 各会場/WEB

エンジニアのプログラミング入門 2月  7日（火） 各会場/WEB

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16日（木） 各会場/WEB

スイート積算体験セミナー 2月21日（火） 各会場/WEB

ビッグデータ解析体験セミナー 3月  1日（水） 各会場/WEB

Allplan体験セミナー 3月  8日（水） 各会場/WEB

地すべり対策ソリューション体験セミナー 3月24日（金） 各会場/WEB

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19日（木） 各会場/WEB

港湾シリーズ体験セミナー 1月20日（金） 各会場/WEB

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25日（水） 各会場/WEB

車両軌跡／駐車場作図体験セミナー 1月26日（木） 各会場/WEB

3D配筋CAD体験セミナー 2月  1日（水） 各会場/WEB

土留め工の性能設計計算体験セミナー 2月14日（火） 各会場/WEB

上水道・水道管体験セミナー 2月17日（金） 各会場/WEB

大型土のう／補強土壁の設計体験セミナー 3月  2日（木） 各会場/WEB

橋梁長寿命化・維持管理体験セミナー 3月  3日（金） 各会場/WEB

有
償
セ
ミ
ナ
ー

VR Simulation/CG
セミナー名 日程 会場

UC-win／Road・VRセミナー

1月12日（木） 仙台/WEB

2月 9日（木） 福岡/WEB

3月 9日（木） 金沢/WEB

Shade3Dセミナー（応用編） 2月 2日（木） 各会場/WEB

UC-win/Road SDK / VR-Cloud®SDKセミナー 2月 3日（金） 各会場/WEB

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 2月15日（水） 各会場/WEB

動的解析セミナー(既設・補強編) 1月24日（木） 各会場/WEB

熱応力・ソリッドFEM解析体験セミナー 1月18日（水） 各会場/WEB

構造解析入門セミナー 3月17日（金） 各会場/WEB

CAD Design/Cloud
セミナー名 日程 会場

土留め工の設計・3DCADセミナー 2月22日（水） 各会場/WEB

擁壁の設計・3D配筋セミナー 2月  8日（水） 各会場/WEB

橋脚の設計・3D配筋 (部分係数法・H29道示
対応)・橋脚の復元設計セミナー

1月11日（水） 各会場/WEB

配水池・揚排水機場の設計セミナー 3月  7日（火） 各会場/WEB

二柱式橋脚／ラーメン橋脚の設計・3D配筋 
(部分係数法・H29道示対応)セミナー

3月14日（火） 各会場/WEB

斜面の安定計算セミナー 3月15日（水） 各会場/WEB

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

Shade3D
1月17日（火）

5月25日（木）

UC-win/Road・VR 1月26日（木）

Engineer's Studio® 2月17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

Shade3D
1月11日（水）

6月13日（火）

UC-win/Road・VR
上海・青島　 2月  9日（木）

台湾　　　   2月10日（金）

EXODUS・SMARTFIRE 2月15日（水）

Allplan 2月22日（水）

UC-1シリーズ 3月  2日（木）

UC-win/Road SDK 3月  9日（木）

F8VPS体験セミナー 3月17日（金）

【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12日（木）

F8VPS　  3月14日（火）

※2 一般社団法人 交通工学研究会 認定
※3 公益社団法人 地盤工学会 認定

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

　　WEB：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。

※１ 受講料： ・各会場：￥9,900

申込方法



NONO.1企業シェア

国産3DCG
ソフトウェア

（株）富士キメラ総研調べ
2020年8月31日

DXFインポートにおいてポリラインカーブの「頂点のふくらみ」に対応し、カー
ブをもったポリラインのカーブを保ったインポートを行える。

円、扇、円の掃引体での三角分割仕様変更

モーフターゲット マルチタイムライン

gITF / FBX入出力対応

円柱作成時のUV割り当てに
底面を含めるオプションを追加

モーフターゲット、マルチタイムへの対応はgITF / FBX形式
の入出力にも反映される。VR、WebGL向けのコンテンツ
制作において、高度なアニメーション情報を含めたモデル
の作成、編集ができる。

・R4.3対応 （別売オプション）

・IFC入力3Dモデル対応強化（別売オプション）・アニメーションブロック追加 （別売オプション）

製品詳細
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BIM/CIM対応の3D統合モデルを作成
BIM/CIMツール

東京本社　　　〒108-6021   東京都港区港南 2-15-1 品川インターシティ A棟 21F　　  Tel 03-6894-1888　Fax 03-6894-3888
宮崎支社

スパコンクラウド神戸研究室

ケンブリッジ虎ノ門研究室

中国上海 (Shanghai) 

中国青島 (Qingdao)

台湾台北 (Taiwan)

ハノイ (Vietnam)

アイルランド / ロンドン / シドニー / 韓国

Tel 0985-58-1888　Fax 0985-55-3027

Tel 078-304-4885　Fax 078-304-4884

Tel 03-6807-5977 Fax 03-6807-5978

Mail info-china@forum8.com

Mail info-qingdao@forum8.com

Mail info-taiwan@forum8.com

Mail info-hanoi@forum8.com

大阪支社　

福岡営業所

札幌事務所

名古屋ショールーム

仙台事務所

金沢事務所

岩手事務所

沖縄事務所

Tel 06-6882-2888　Fax 06-6882-2889　 

Tel 092-289-1880　Fax 092-289-1885

Tel 011-806-1888　Fax 011-806-1889

Tel 052-688-6888　Fax 052-688-7888

Tel 022-208-5588　Fax 022-208-5590

Tel 076-254-1888　Fax 076-255-3888　

Tel 019-694-1888　Fax 019-694-1888

Tel 098-951-1888 Fax 098-951-1889
※表示価格はすべて税込みです。製品名、社名は一般に各社の商標または登録商標です。仕様･価格などカタログ記載事項を予告なく変更する場合があります。 CopyRight FORUM8 Co., Ltd.

ISO27001/27017 ISMS　 ISO22301 BCMS　 ISO9001 QMS　 ISO14001 EMS

U
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パラメトリック入力による上部工・下部工・土工構造物の3Dモデル作成、縦断線形
設定、配置

設計計算書、図面、写真、UC-1 シリーズ設計データ等々のリンク機能

構造物の任意断面表示、距離・面積・体積表示機能

IFCファイルインポート・エクスポート、属性情報の表示機能

LandXML インポート・エクスポート、地形編集機能

パラメトリック、IFC、LandXML 統合モデルのエクスポート機能

新たに作成した3D モデルや既存の3Dモデルを設置した統合モデルを作成できます。これらを閲覧しながら、構造物の配置、計算
書等の関連情報の確認に活用することが可能です。

UC-1 BIM/CIMツール ￥193,600（税抜￥176,000）

構造物設計の統合環境を提供構造物モデルのソリッド表示、ワイヤー
フレーム表示、透過率の設定が可能

IFC連携UC-1 設計シリーズと連携

ラーメン式橋脚、橋脚、逆T式橋台、重力式橋台、1連2連BOX、逆T型・L型擁壁につい
ては直接基礎・杭基礎をサポート、上部工では箱桁、中空床版、T桁、合成桁、鋼橋箱
桁、鋼橋I桁をサポート。リンク情報から登録された各種ファイルの表示も可能。

全ての構造物のIFCファイル
出力が可能。
複数の構造物を一つのモデ
ルとして出力できるためモデ
ル全体を把握、管理できる。

設置した構造物は、ソリッド
モデルで表示できるだけでな
く、ワイヤーフレームでの表
示や透過率を設定して表示
できる。

リンク情報機能を活用することでUC-1シリーズと連携可能。3D配筋機
能を搭載したCAD統合製品では、設計から図面まで一貫した設計環境
を提供している。

LandXML地形上にIFC形式構造物を配置した統合モデル

を提供している。
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