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のブログ都市と建築都市と建築 ～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～

Vol .3 シドニー：世界一の美港

大阪大学大学院准教授
福田知弘
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【プロフィール】 1971年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学大学院准教授、博士（工

学）。環境設計情報学が専門。高松市4町パティオデザイン、近江八幡市のまちづくり、台

湾Next Gene20など、国内外のプロジェクトに関わる。安藤忠雄建築展2009水都大阪

1/300模型制作メンバー、NPO法人もうひとつの旅クラブ理事、大阪旅めがねエリアクル

ー。「光都・こうべ」照明デザイン設計競技最優秀賞受賞。著書「VRプレゼンテーションと

新しい街づくり」。ふくだぶろーぐは、http://y-f-lab.jp/fukudablog/

福田知弘氏による「建築と都市のブログ」の好評連載の第3回。今回も、福

田氏がユーモアを交えて紹介する都市や建築の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。

はじめに

●海、そしてシドニー港

　子供の頃、父親に連れられて、よく海釣りに出かけたものだ。明石港からフェリー

で淡路島へ渡り、日が上る前から投げ釣りをはじめる。釣果は、ベラ、キス、アブ

ラメ、メバル、コチ、カワハギ、カレイ、フグ（笑）。また、日曜日の夕方になると、近

所の防波堤で、サビキ釣り。こちらの釣果は、アジ、イワシ、サバ、ボラ（笑）。最近

はとんとご無沙汰してしまったが、3年ほど前、女木島（香川県）で久しぶりにサビ

キ釣りを楽しんだ。魚が釣れた瞬間は本当に感動モノ。

　さて、今回ご紹介するシドニーは、人口430万人を有する、オーストラリア最大

の都市。普段我々が目にするメルカトル図法で描かれた世界地図を眺めると、ア

メリカやヨーロッパと比較して、シドニーは日本から随分近くに感じられる。しか

し実際には、東京からサンフランシスコやストックホルムと同程度の距離（約8,000km）

に、シドニーは位置する。

　シドニーの風景を代表するシドニー港（Sydney Har-

bor）は、港口から奥までの長さが19kmにも渡るリアス

式海岸であり、世界三大美港の一つといわれる（他は、

リオデジャネイロ、サンフランシスコ）。

●シドニー・オペラハウス

　シドニーに来れば必ず訪れたい場所、シドニー・オペラハウス。誰もが独創的

な形態をしたシェルを一度は見たいと願う、夢の現代建築。私より若い年齢なの

に、既に世界遺産に登録されている。

　オペラハウスは、国際設計競技で１等当選したデンマークの建築家ヨーン・ウッ

ソン（Jorn Utzon）らが、14年の歳月をかけて建設、1973年に完成した。当初の案

は、放物線の断面形状。しかしながら、この案は実現が困難であったため、構造

設計者オヴ・アラップ (Ove Arup)氏は、構造的・施工的に成立させるために、同

じ半径の球面の組み合わせによって構成するシェル構造として解決を図った。

　2008年、ANZAScA2008カンファレンスの後、

オペラハウス・建築ツアーに参加した。プロガ

イドの説明は、説明する位置、タイミング、ゲス

トの参加のさせ方など、大変参考になる。口頭

説明だけでなく、コンクリート・シェルに映像を

映しながらオペラハウスの建設プロセスを紹

介するなど、映像を使用した説明は大変わか

りやすい。実はオペラハウスを訪問していた丁

度この日（2008年11月29日）、ウッソンがこの

世を去った。氏の死は、最近になって知ったの

だが、単なる偶然とは思えない。

●ハーバーブリッジ

　シドニーは交通の利便性が非常に高い都市だと感じる。飛行機、鉄道、モノレー

ル、LRT、バス、タクシー、フェリー、水上タクシーと、交通の種類も豊富。利便性

の高さを具体的に紹介すれば、例えば、シドニー国際空港からシドニー中心部・

セントラル駅へは、電車でわずか15分。また、オペラハウスやハーバーブリッジ

のあるサーキュラーキー（Circular Quay）地区は、都心へアクセスする鉄道駅と

フェリーの船着場が直結している。

　ハーバーブリッジは、1932年に完成。全長1,500m、支柱間約500m。最上部で

134ｍになるアーチの頂上部まで登るアトラクション・ツアー「ブリッジクライム」

は有名。オペラハウスからハーバーブリッジを視力検査も兼ねてじっ～と見てい

ると、人々が頻繁にクライムしている様子が観察できる。ブリッジクライムのゲス

トは、景観に配慮してか、橋と同じ色のスーツを着用している。

　サーキュラーキー地区は、歴史を

大切にする工夫も色々と実践されて

いる。例えば、サーキュラーキーのエ

プロンには、かつての海岸線の記憶が、

1788年時点（植民地成立時点）の海岸

線が円い鋲で、1844年時点の海岸線

が四角い鋲で、それぞれ記されている。

●フィッシュマーケットとマンリー

　シドニー・フィッシュマーケットは、オーストラリア中から65トンの魚が競りに

かけられる、世界第２位の魚市場。第１位はなんと、東京築地市場だそう。「美味し

い海産物はみな築地にあつまる」といわれる所以か。魚市場は、都市観光の楽し

みの条件といわれる、「食べる」楽しみ、「買う」楽しみ、「見る」楽しみ、「憩う」楽し

みなど様々な要素が複合しており、本当に楽しい場。夕方に訪問したが、シドニー

市民や旅人は魚市場で買って食べながら、休日のひと時を過ごしていた。

　マンリーは、タスマン・シー（Tasman Sea）からシドニー港に入る半島に位置す

る町。ジモティに勧められて訪問してみた。マンリーへ向かう海上には、ヨット、観

光船、漁船、フェリーなどが浮かび、水辺と共生するオージーのライフスタイル

を存分に感じさせてくれる。

　カフェやレストラン、ビーチ、

アートをテーマとしたフリーマー

ケットなど、とにかく魅力に溢れ

たマンリー。将来のイアン・ソー

プを目指す？子供達が集まる水

練学校も。「マンリーは、住んで

よし、訪れてよし」と脳にしっかり

と焼きついた。

●シドニー大学

　シドニー大学へ初めて訪問したのは、前号でご紹介したCAADRIAカンファレ

ンス。2001年に開催され、私にとっては南半球で最初の論文発表の場。思い出す

のは、私自身がプレゼンテーションをはじめようとした正にその瞬間に、火災報

知機が鳴り響き、全員が屋外へ一時避難したこと。結局何事もなかったのだが、

お陰様？でプレゼンテーションの緊張はどこかへ吹っ飛んでしまった。

　2008年は、ANZAScA2008カンファレンスの後で訪問。建築学部では丁度、学

生主催による卒業設計展が開

催されていた。建築教育の世界

的な潮流は，デジタル化への大

きなシフトである。これは、

CAD/BIM/CG/VR/インターネッ

トなどの技術を用いながら、PC

上でデザイン行為を推進したり、

デザインプロセスをオープンに

したり、意匠・構造・設備の融合を図ろうとしているだけ

ではない。Rapid PrototypingやDigital Fabricationに関

する技術を用いながら、実世界や実物とデジタルとの

入出力を積極的に図ろうとしている。

　そして2009年、conVR2009カンファレンス

のために訪問。次は、いつのことやら。

 

REPORTREPORTREPORT ●VR-Studio（TM）新製品セミナー／東京、大阪、名古屋、福岡
セミナーレポート

 

「シドニー」の3Dデジタルシティ・モデリングにチャレンジ
UC-win/Roadによる3次元ＶＲ（バーチャルリアリティ）モデルを作成したものです。世界一の美港として知られるシドニー港を中心に３Ｄデジタルシティを
作成しました。シドニー港の美しさを引き立てるオペラハウスとハーバーブリッジ、ひときわ美しい港の夜景、港を行き交う様々な船舟（ヨット，漁船，フェリー，
クルーズ船，客船）、ビーチでくつろいだり泳いだりと、思い思いに水辺を楽しむコツを知っているシドニーの人々をリアルに表現しています。

■UC-win/Road WebViewer ダウンロード閲覧：URL：http://www.forum8.co.jp/download/ucwin/Road5MB/Roadweb-3.htm

3Dデジタルシティ・シドニー by UC-win/Road

 

▲シドニー港

▲ブリッジクライム・橋を登る人々

▲オペラハウス・建築ツアー

▲シドニー・オペラハウス

▲マンリーの町

フィッシュ・マーケット

▲

▲プレゼン直前に全員が屋外へ一時避難
　 （CAADRIA2001）



のブログ都市と建築都市と建築 ～魅力的な都市や建築の紹介と　
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Vol .4 インド：タージ・マハル

大阪大学大学院准教授
福田 知弘
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●Incredible India!

　インドは，ロシア，カナダ，中国，アメリカ，ブラジル，オーストラリアに次いで，7

番目に大きな面積を有する国。日本の8.7倍。また，人口は中国に次いで現在第2

位だが，今世紀中には1位になるとも言われる。VISA取得先のインド総領事館で

見かけた「Incredible India!」のポスター。キャッチコピーがちょっと気に入った。

2005年４月に訪れてみると，インドは本当にIncredibleな国でした。その一端をご

紹介。

●インド人は話し好き

　「国際会議の名議長とは，インド人を黙らせ，日本人を喋らせることができる者」

という冗談がある。インド人と日本人とは対照的ということか。確かにインド人は

誰にでも話しかけてくる。交渉の上手さも有名。

　首都ニューデリーでタクシーに乗る。タクシーにメーターは付いておらず，行

き先を伝えて値段交渉開始。宿泊先のホテルによって，値段設定を変えられるこ

ともあるそうだ。そして，暑い車中だったのでエアコンを付けてもらう。運転手は

何も言わずにエアコンを付けてくれ快適なドライブとなったが，降車の際に，エ

アコン代 50ルピー（1ルピー≒1.9円）を追加請求された。「運転手さん，そんなん，

はよぉ，ゆうて～な～」と思わず関西弁が出そうになる。運悪く，ぼったくりタクシー

に出会ってしまったと思いきや，それが普通なんだと。そんな事で驚いてはいけ

ない，と。ただ，もし高い値段をふっかけてきたとしても，「昨日は同じルートを

100ルピーで乗ったけど～」というとその通りになったりする。まあ，こんな交渉が

色々な場面で続くのだが，私の脳と体が戸惑いを隠せないでいる。そして徐々に，

人間不信になっていくのだが，この壁を乗り越えるには，ジモティに対応の仕方

を教えてもらうしかない。

●街なかの様子

　街なかの交通渋滞は物凄

い。自動車・バス・リクシャー・

人力タクシーが道狭しと走っ

ている。驚いたのは，前後左

右の車間距離がとにかく狭い

こと。隣の車との距離が15cm程しかないという話も決して大げさではなく，助手

席に乗っていると，隣の車の運転手の方が，自分の運転手よりも自分の近くにい

ると感じるほど（笑）。ほとんどの車にはサイドミラーが付いておらず，運転手に

その理由を聞くと必要ないとのこと。それでもぶつからず（というか多少ぶつかっ

ても気にせず），クラクションを鳴らしながら走っている。

　色んなものとの出会いが楽しいのもインドならでは。

リス・イヌ・サル・ラクダ・ウシ・クマ・ゾウなどの動物たち。

そして，散髪屋さん。これらを見かけたのは，動物園やショッ

ピングセンターではなく，なんと道端。

●タージ・マハル

　ニューデリーからヤムナー河に沿って南へ約200km下り，アーグラーという町

に入る。特急列車で２時間強。アーグラーは紀元前3世紀頃に登場して以来，16

世紀半ばにムガル帝国第3皇帝アクバルが首都をここに置き，約1世紀の間，帝

国の中心として繁栄した。

　タージ・マハル（Taj Mahal）から500m以内

はガソリン車通行禁止。近年，工場から排出

される亜硫酸ガスや自動車の排気ガスによ

る大気汚染の影響で，タージの白大理石が

汚損と劣化の危機にさらされているため。電

気自動車・ラクダ・馬などでアクセスする。

　タージは，ムガル帝国第5代皇帝シャー・ジャハーン（在1628～1658）のお妃ム

ムターズ･マハルのお墓。「宮廷の中で選ばれた者」という意味らしい。お妃が37

歳の若さで亡くなったのは1631年。14番目の子の出産後の産褥熱が原因といわ

れる。建築狂の皇帝は帝国の国力を傾けてタージ建設を計画，世界各地から職

人と大理石などの材料が集められ，22年の歳月と莫大な費用をかけて1653年に

完成した。

　敷地は，幅300m，奥行き580mという巨大そのもの。正門は赤砂岩でできており，

ここからタージは見えない。正門の中は暗くそのまま進んでいくと，真っ白なター

ジが視界に飛び込んできて，思わず息を呑む。タージを囲む正門や壁は赤砂岩

で作られており，白いタージが引き立つように設計されている。また，訪問時は

丁度乾季で日中は40度を越えていた。こんな時，赤砂岩に座ると蒸し熱いが，大

理石はひんやりと涼しい。タージの基壇の大きさは95m四方，タージ本体は57m

四方で，高さ67m。四隅にあるミナレット（塔）の高さは43m。タージの真正面に立っ

て，頭の中で，蓮を連想させる大小のドームや四隅の塔など，建物を構成する部

材たちの大きさやプロポーションを変えてみたり，部材を取り外したりしてみると，

やはり建物のバランスが悪くなった。世界屈指の美しい建築だと思う。

　いよいよ，基壇に上る。基壇へは靴を脱ぐか，靴をカバーする必要がある。間

近に立つと遠くからはわからなかった，大理石の浮き彫りや象嵌細工が目に飛

び込んでくる。また，コーランの章句がアラビア文字で彫刻されている。

●ブラック・タージとAR

　現在，拡張現実感（Augmented Reality :AR）技術の研究開発が盛んに行われ

ている。ARとは，実環境の物体や映像にデジタル情報を重畳する技術であり，建

築・土木・都市計画・観光・医療・教育などの分野への応用が期待されている。

AR技術を応用した実用化サービスとしては，セカイカメラがあり，昨秋にはロエ

ベアマソナ展に提供された。このサービスでは商品ディスプレイにiPhoneをかざ

すと，実写映像の上にCGで描かれたエアタグが表示され，エアタグをクリックす

ると商品の詳細情報を閲覧することができる。建築土木分野では，敷地をキャプ

チャした実写映像と，計画・設計案のCG映像を重畳してAR表

示させることにより，事業者や設計者が現場に訪問して，将来

の変容ぶりをシミュレーションしたり，顧客や市民にプレゼン

テーションすることができる。筆者らのグループでも，RTK-GPS・

3Dセンサー・webカメラ等を入力デバイスとした，タブレット

MRシステムを開発したことがあり，現場で検討可能

なARは，会議室でじっくりと将来像を検討できるVR

（Virtual Reality）とは，また違った迫力も秘めている

と思われる。

　さて，タージ･マハルの話に戻ろう。タージの背後に

はヤムナー川がゆったりと流れている。お妃の墓を

建設したシャー・ジャハーンは，このヤムナー川の対

岸に，黒大理石で自分の墓を建て，さらに両者を結ぶ

橋を計画していたという。しかし彼は，自分の息子によっ

てアーグラー城に幽閉されてしまい計画は頓挫して

しまう。ジャハーンはその７年後に亡くなるが，幽閉さ

れ続けたアーグラー城で，亡くなったお妃や

頓挫した黒いタージ計画に想いをはせてい

たことだろう。失意のジャハーンにVRやAR

が与えられていたならば，実現したかったブラッ

クタージを仮想体験できたのかもしれない。

REPORTREPORTREPORT ●FORUM8認定VRエンジニア試験
レポート

 

「インド」の3Dデジタルシティ・モデリングにチャレンジ
UC-win/Roadによる3次元VR(バーチャルリアリティ）モデルを作成したものです。無秩序に過密化した道路交通をUC-win/Roadの交通シミュレーション機
能の活用により表現しました。また、タージ・マハルや幻の計画に終わったブラックタージ（黒大理石で建造する皇帝の墓）をＶＲモデルとして可視化、さらに市
場の喧噪や道端を行き交うインドならではの馬、牛、象などのうち牛をモデル化するなど生命感あふれるインドの風景をリアルに表現しています。

■UC-win/Road WebViewer ダウンロード閲覧：URL：http://www.forum8.co.jp/download/ucwin/Road5MB/Roadweb-3.htm

3Dデジタルシティ・インド by UC-win/Road

 

【プロフィール】 1971年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学大学院准教授、博士（工

学）。環境設計情報学が専門。高松市4町パティオデザイン、近江八幡市のまちづくり、台

湾Next Gene20など、国内外のプロジェクトに関わる。安藤忠雄建築展2009水都大阪

1/300模型制作メンバー、NPO法人もうひとつの旅クラブ理事、大阪旅めがねエリアクル

ー。「光都・こうべ」照明デザイン設計競技最優秀賞受賞。著書「VRプレゼンテーションと

新しい街づくり」。ふくだぶろーぐは、http://y-f-lab.jp/fukudablog/

福田知弘氏による「建築と都市のブログ」の好評連載の第4回。毎回、福田

氏がユーモアを交えて紹介する都市や建築。今回はインドの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。どうぞお楽しみ下さい。

はじめに

▲ニューデリーの交通渋滞 ▲道端の散髪屋さん

▲電気自動車でタージ･マハルへ

▲タージ･マハル　（右）大理石壁面に刻まれたコーランの章句や象嵌細工

▲ロエベ アマソナ展でのセカイカメラ

▼ヤムナー川
　 この対岸にブラック･タージが計画

▲タブレットMR（2006年）

▲正門付近 ▲タージ･マハル
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●湧水のまち

　北アルプスからの豊富な湧水に恵まれた「水のまち」，長野県大町市。網の目の

ような水路が市内を流れる。大都市では高度浄水処理が施された水道水がPRさ

れているが，大町では湧水を滅菌処理だけした水道水。市街を歩くと，「男清水」「女

清水」と書かれた水場に出会う。男・女と名前が違うのは，信濃大町駅から北に伸

びる商店街を境に水系が異なるため。商店街東側は標高900ｍの居谷里の湧水「女

清水」，西側は標高3,000ｍの上白沢の湧水「男清水」。

二つを合わせた水は，「縁結びの水，夫婦円満の水」と

呼ばれる。

　2010年3月，NPO地域づくり工房代表・傘木宏夫さん

を訪ねた。2002年10月に設立されたNPOは，北アルプ

スの自然環境を活かした市民主体の活動を推進しなが

ら，大北地域の交流拠点を目指す。地域で生かされてい

ないもの，行政や大企業では手が出せないものにこそ

仕事おこしのチャンスがあると発想，多彩なプロジェク

トを企画実践している。いくつかご紹介しよう。

●くるくるエコプロジェクト

　くるくるエコプロジェクトは，大町に適した自然エネルギーを掘り起こすべく，農

業用水路の落差工を活用して，10kW未満のミニ水力発電所を整備し，観光や学

習の場として利用しようと2003年に立ち上げたもの。

　その中の一つ，駒沢ミニ水力発電所は，ベトナム製の縦型水力発電機を使用。8

万円という廉価な装置で最大出力0.7kW。見学した際，「こんな装置で発電できるの？」

と失礼ながら思ってしまった。山際にあって枯れ枝や落ち葉などの流入物が多く

連続運転はなされていないが，必要量を蓄電して獣害防止柵に利用している。手

慣れた傘木さんだからか，FRP製の導水路と水車を5分ほどでセットアップし，電

気を付けてくれた。また，川上ミニ水力発電所は，川上さんが自宅前の水路にミニ

水力発電所を整備して，自宅用電源として利用。最大出力は0.3kW程度であるが，

24時間蓄電していると冬季は約3割，その他の季節は約5割の電気をまかなうこと

ができ，省エネに貢献。らせん型水車と変電設備は全て自前であることには驚いた。

特にブロック塀で造られた変電設備室は開けてビックリ。

　実際にこれらを見ると，水力発電の原理が直感的によくわかる。子供だけでなく

大人も十分学べる環境学習

施設。一方，発電所を整備す

る際，利用する水路や河川

は公共のものであり，勝手

に私物化することはできない。

そのため，河川法に基づき

水利権を取得している。しか

しながら，この許認可が中々苦労されているとのこと。河川法の関係で紹介するな

らば，本誌No.81で紹介した北浜テラス（大阪）では，北浜水辺協議会が民間の任

意団体としては全国で初めて，河川敷の

包括的占用者として許可を受け，1年を

通じて川床を楽しむことができるようになっ

た。これは水利権の許認可絡みではな

いのだが，大町でもこれまでの実績や地

域ぐるみでの取り組みを基礎として，手

続きの再検討が始まることを期待したい。

●菜の花エコプロジェクト

　滋賀県を発祥とし全国的な広がりを見せる菜の花プロジェクトは，地域自立の

資源循環サイクルを目指す。具体的には，転作田に菜の花を植え，菜種を収穫し，

搾油して菜種油とする。菜種油は家庭での料理や学校給食に利用し，搾油時に出

た油かすは肥料や飼料として使う。 廃食油は回収し石鹸や軽油代替燃料（BDF）

にリサイクル。リサイクルされた石鹸やBDFは地域で利活用する。

　大町でも市内の旅館・ホテル・飲食店などから月3,000 の食廃油を回収し，BDF

として精製している他，廃止されたスキー場を開墾して菜の花を蕎麦と混作。取れ

る菜種を，菜の花農業生産組合が手作業で搾りヴァージンオイルとして販売中。こ

のオイルは，オレイン酸が豊富な上，ビタミンE

やα-リノレン酸も含まれている。私も購入して

みたのだが，オリーブオイルとはまた違った感じ。

　見学した3月，菜の花の芽たちは雪の下で頑

張っていた。頑張った甲斐あって，そろそろ満開

のシーズンを迎える頃ですね！

●黒部ルート

　大町とNPOに関連した他の話題を。筆者は，NPO法人もうひとつの旅クラブに

所属している。このNPOは，「大阪の観光化されていない『もう一つの大阪』を再発

見し，自分も旅人とともに楽しむ」ことを目的として2002年11月に発足。なぜか会員

制高級クラブと誤解されることもあるのだが（笑），大阪を愛するメンバーが知恵と

汗を厭わずに活動中。

　2008年7月，NPOメンバーらと黒部ルート見学会へ。黒

部ルートとは，黒部峡谷鉄道本線・欅平駅から黒部川第四

発電所（黒四発電所）を経て黒部ダムに至る輸送設備。通

常は関西電力（関電）の発電施設の保守・工事用として使

用されているが，一般の人々にも水力発電事業を体感し

てもらおうと，関電主催による見学会が実施されている。

筆者らは，大町市扇沢から関電トンネルを抜けて黒部ダム

へ。そして黒部ダムから黒四発電所を経て欅平へ向かった。

　まず，関電トンネルは黒部ダムを建設するための資材を運搬するルートとして

掘削され，現在は立山黒部アルペンルートの一部にもなっている。トンネル建設工

事の際には，フォッサマグナに当たる箇所・破砕帯と重なり頻繁に出水，黒部ダム

本工事以上に大変な難工事といわれる。この，破砕帯難工事の模様は，「黒部の太

陽」（製作・主演/三船敏郎・石原裕次郎）として1968年に映画化された。これは前

代未聞の超大作映画であるが，故･石原さんが「この映画は大型スクリーンで観て

欲しい」と望んだことから，テレビ放映やDVD化はされていないものの，特別上映

会，ドラマ化，舞台化などがここ最近相次いでいる。

　黒部ダムはアーチ式ドーム型ダムといわれ，高さは186mと我が国では最も高い。

ダムから勢いよく放水されている水で発電していると思われがちだが，これは観

光用の放水。実際はダムの脇にある導水管に水を通し，下流にある黒四発電所で

水力発電を行う。

　黒部ルートを進んでいくと黒四発電所の直前でインクライン（産業用ケーブルカー）

に乗る。このインクラインの高低差は456m，傾斜角度はなんと34度。黒部湖に溜め

られた水は，このインクラインの脇に設置された急斜面の水圧管路を通じて非常

に高い水圧で発電所へ送られる。台車が地底から這い上がってくる様子はSFのよ

う。そしてインクラインが黒四発電所の駅に着けば，そこは中島みゆきさんが紅白

歌合戦で「地上の星」を歌った地。

　黒四発電所で使われているベルトン水車（写真）は，おわんの部分で水を受け

て高速回転させ発電する。おわんといっても，人の頭ほどの大きさ。この後，小説「高

熱隧道」の舞台となった黒部川第三発電所を経て欅平駅へ。景観と雪の対策のた

め，黒部ルートは殆ど地底都市。約3時間，又とない探検をさせて頂いた。

　ご紹介した川上ミニ水力発電所は使用水量0.43 /s，有効落差0.45m，最大発電

量0.3kW。日本第4位の発電能力を有する黒四発電所は使用水量72 /s，有効落差

545.5m，最大発電量335,000kW。規模は全く違うが，いずれも北アルプスの湧水を

最大利用した発電所。そして，両者の距離は意外と離れていない。

REPORTREPORTREPORT ●”土木建築エンジニアのプログラミング入門” 11月発刊予定
お知らせ

 

UC-win/Roadによる3次元VR(バーチャル・リアリティ）モデルを作成したものです。ＮＰＯ地域作り工房の手がけたプロジェクトを中心にUC-win/Roadの機能を活用して表現しまし
た。「くるくるエコプロジェクト」の導水路と水車によるミニ水力発電所、「菜の花エコプロジェクト」の、スキー場を開梱した菜の花畑、さらに、網の目のような水路が市内を流れる「水のま
ち」信濃大町の上空からの全景や日本最大級の黒部ダムをＶＲモデル化しました。北アルプスの豊富な湧水など自然環境を活かした信濃大町ならではの風景をリアルに表現しています。

■UC-win/Road WebViewer ダウンロード閲覧：URL：http://www.forum8.co.jp/download/ucwin/Road5MB/Roadweb-3.htm

3Dデジタルシティ・信濃大町 by UC-win/Road

 

【プロフィール】 1971年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学大学院准教授、博士（工

学）。環境設計情報学が専門。高松市4町パティオデザイン、近江八幡市のまちづくり、台

湾Next Gene20など、国内外のプロジェクトに関わる。安藤忠雄建築展2009水都大阪

1/300模型制作メンバー、NPO法人もうひとつの旅クラブ理事、大阪旅めがねエリアクル

ー。「光都・こうべ」照明デザイン設計競技最優秀賞受賞。著書「VRプレゼンテーションと

新しい街づくり」。ふくだぶろーぐは、http://y-f-lab.jp/fukudablog/

福田知弘氏による 「都市と建築のブログ」の好評連載の第5回。毎回、福田氏がユー

モアを交えて紹介する都市や建築。今回は福田氏がNPO地域づくり工房・傘木宏夫氏

を訪問された際のエピソードを元に、信濃大町の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。

はじめに

「信濃大町」の3Dデジタルシティ・モデリングにチャレンジ

▲水場

▲川上ミニ水力発電所（左：発電所/右：変電設備）

▲地底から這い上がってくる
 　インクライン

▲黒部ルート欅平駅

▲黒部ダム

▲廃止されたスキー場を開墾した
　 菜の花畑。背後は北アルプス

▲駒沢ミニ水力発電所（左：発電所/右：電力パネル）

● ● ● 作 成 中 ● ● ●● ● ● 作 成 中 ● ● ●

▲ベルトン水車
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●極東の島国から中東の島国へ

　2009年5月、ASCAAD2009国際学術会議参加のためバーレーンへ。AS-

CAAD (Arab Society for Computer Aided Architectural Design)は、コンピュー

タ支援による建築・都市設計をテーマとした中東地域の学会。本会議のテー

マは「Digitizing Architecture － Formalization & Content －」。Design Educa-

tion、Design Methods、Digital Design Tools、Digital Methods、Digital Herita-

ge、Generative Systems、VR Application などをテーマとして、35の論文が掲載

された。今回、Conference Chairを務めたProf. Wael Abdelhameed （University 

of Bahrain）は、World16（本誌No.84）のメンバーでもある。一方、昨今の経済

不況等により、残念ながら参加を見合わせた研究者も多く、参加者は100名弱。

バーレーン国の国務大臣のOpening Ceremonyへの参加や、中東らしい民族

衣装をまとった聴衆が大勢いる中での論文発表など、学会は独特の雰囲気で

あり、私にとっては新鮮な経験であった。

　大阪旅メガネ・大正エリアクルー（本誌No.81）を務めた夜、深夜便で関西空

港を発ち、カタール・ドーハ経由でバーレーンまで15時間。2日間の学会参加

のため、機中泊2泊、現地2泊の計4泊と中々タイトな弾丸出張。

　経由地となるドーハは、朝の6時の時点で30度を超えており、さらに蒸し暑い。

現在は、日本のゼネコンが新ドーハ国際空港を建設中であるが、やはり「ドー

ハの悲劇」を先に思い出す。

　バーレーンは33の島から構成される中東の島国であり、面積は淡路島位。

そこに約80万人が住む。人口密度は、1,019人/km2と日本の約3倍。アラブ人

が7割を占めるが、アジア人も多い。バーレーンに着いて驚いた事を３つ。

　１．アラビアで最初に油田が発見された国（1931年10月）。

　２．有史以前（紀元前3000年～）の古墳群としては世界最大級。

　３．発表に使うレーザーポインタを手荷物かばんに携帯していたが空港の

　　出口検査で危険物として没収された。

では、首都マナーマの様子を。

●バーレーン・ワールドトレードセンター

　ASCAAD2009が開催されたホテルのすぐ隣に、バーレーンの新しいランド

マーク、バーレーン・ワールドトレードセンター（BWTC：Bahrain World Trade 

Center）が建つ（図１）。設計はATKINS。BTWCは、高さ240mのツインタワー。

そして中央に発電用の風力タービン（直径29メートル）が3基。目の前に広が

る海からの風を利用しようと、世界ではじめて大型の風力発電をビル自身に

取り入れた。このビルが必要とする電力の11～15%を風力発電でまかなえる

という。目標稼働率は50%。

　ビルの下層階は最先端のブランドショップが入るモール街となっているが、

上層階は一般オフィスとなっているため、一般客がアクセスできるエリアはモー

ル街のみ。これはちょっと残念。

●まちなか

　BWTCのある湾岸地域（Bahrain Financial Harbour）は新規開発が進んで

いるが、バーレーン門（図２）から南側がスーク（市場）地区となっており、アラ

ブらしい下町の風景に出会える（図３）。狭い路地を進んでいくと服飾、金、香水、

青物、日曜品などの市が集まっており、生活感に溢れている。

　バーレーンの日中は40度近くにも上り、さらに蒸し暑い。1時間も歩けば休

みたくなる。まちなかAbdulla Avenue沿いのレストランでランチ。ペプシと庶民

的なインド料理風の焼き飯が美味しかった。店の看板、商品のラベル、交通標

識などは、英語とアラビア語の2言語表記が基本のようだ（図４）。

　この日は日曜日だったが、まちなかはなぜだか普段通り。子供たちも学校へ。

調べてみると、バーレーンはイスラム教国ゆえ金曜日が休日。ただし近年は、金・

土の週休２日になりつつあるそうだ。

　バーレーンの物価は日本とさほど変わらない。レクサス、ベンツ、BMWなど

の高級車も数多く走っている。

●バーレーン・フォート博物館

　車に乗って、マナーマ郊外へ。バーレーンは島国といっても近隣国とハイウェ

イで繋がっている（図５）。タクシーの運転手に聞けば、ここからサウジアラビア

へは1時間、クェートやカタールへは4時間、ドバイへは16時間、オマーンへは

22時間で着くと言っていた。日本人にとって、国が陸続きなのは何とも不思議

な気分だ。

　バーレーンは数多くの古

墳や遺跡があるため、博物

館が幾つも点在している。

その一つ、バーレーン・フォー

トは、紀元前3000年頃から

いくつもの都市が積み重なっ

てつくり上げられてきた地。

現在残っている遺構は、16

世紀頃にバーレーンを支配

したポルトガルの城跡とい

われ、現在も修復作業が行われている。2005年

にユネスコ・世界遺産に登録された（図６）。

　バーレーン・フォートの傍には、2009年春にオー

プンしたてのバーレーン・フォート博物館が建つ。

設計はWohlert Arkitekter（デンマーク）。見学料

は約140円（500 Fils）。入口で開館を待っている

と、社会見学のためか小学生たちがやってきた（図

７）。展示は3000年前からの都市の歴史が地層

や遺物と共に紹介される。内部空間は、2層吹き

抜けとなっており、地層を現す巨大な壁が印象的。

高低差を活かした展示方法も見やすく工夫され

ている（図８）。中庭やカフェも気持ちがいい。

　尚、この近辺にあるサール（Saar）古墳群近く

では、紀元前3000年に栄えたディムルン文明の

史料を展示する「バーレーン遺跡博物館」を建

築家・安藤忠雄氏が設計中。

▲図１ バーレーン・ワールドトレードンター ▲図２ バーレーン門 ▲図３ スーク地区 ▲図５ 交通標識

▲図４ インド風焼き飯とペプシ

▲図６ バーレーン・フォート ▲図８ 博物館内の展示

▲図７ バーレーン・フォート博物館

REPORTREPORTREPORT ●”大橋JCT実写比較ビデオ公開、論文発表予定、Ver.4.０機能紹介ムービー ”
お知らせ

 

UC-win/Roadによる3次元VR(バーチャル・リアリティ）モデルを作成したものです。バーレーンの新しいランドマーク、バーレーン・ワールドトレードセンター（BWTC)
を中心に新規開発が進む湾岸地域と、アラブらしい生活感に溢れた下町の風景が混在する首都マナーマの街並みを再現しました。世界遺産に登録された中東の歴史を
感じさせる城跡、サウジアラビア、ドバイなど中東各地と繋がるハイウェイの交通流、BWTCの発電用風力タービンの回転する様子などをリアルに表現しています。

■UC-win/Road WebViewer ダウンロード閲覧：URL：http://www.forum8.co.jp/download/ucwin/Road5MB/Roadweb-3.htm

3Dデジタルシティ・バーレーン by UC-win/Road

 

【プロフィール】 1971年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学大学院准教授、博士（工

学）。環境設計情報学が専門。高松市4町パティオデザイン、近江八幡市のまちづくり、台

湾Next Gene20など、国内外のプロジェクトに関わる。安藤忠雄建築展2009水都大阪

1/300模型制作メンバー、NPO法人もうひとつの旅クラブ理事、大阪旅めがねエリアクル

ー。「光都・こうべ」照明デザイン設計競技最優秀賞受賞。著書「VRプレゼンテーションと

新しい街づくり」。ふくだぶろーぐは、http://y-f-lab.jp/fukudablog/

福田知弘氏による 「都市と建築のブログ」の好評連載の第6回。毎回、福

田氏がユーモアを交えて紹介する都市や建築。今回はバーレーンの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。

はじめに

「バーレーン」の「バーレーン」の3D3Dデジタルシティ・モデリングにチャレンジデジタルシティ・モデリングにチャレンジ
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●エーゲ海にそそり立つ島

　ギリシャの首都アテネから50分ほ

ど飛行機に乗ると三日月形の島が見

えてきた。サントリーニ島だ。青いエー

ゲ海からそそり立っている赤茶けた

断崖絶壁と，その崖の頂きにある雪

のような白いまちなみのコントラスト

（図１）。60度近くの斜度をもつ断崖が

できたのは，サントリーニが有史以

来火山の噴火を繰り返してきたから。

断崖の高さは海面から200～300m。

そのため，クルーズ船が着くオールド・

ポートと人々が暮らすフィラ（Fira）や

イア（Oia）の町との行き来は，ゴンド

ラリフトを使うか，580段もの階段をロ

バで上り下りすることになる。

　このような荒々しい地形の島に人類が最初に足を踏み入れたのは，なんと

紀元前3000年頃らしい。当時の人々は，サントリーニでどんな生活をし，どん

なことを考えていたのだろうかと，ついつい気になる。

●ヴォールト屋根のワケ

　町は白一色。といっても，良く見ると屋根やドアにはカラフルな色も使われ

ているのだが，石灰で塗られた白壁は，エーゲ海の強い日差しを避ける実用

性も兼ね備える。建物は，断崖をくり抜いて作られた構造のため，室内の多く

は洞窟であり天井はヴォールト（かまぼこ型）となっている。さらに，洞窟から

前面に張り出して建物を構成する時，ヴォールトは屋根となる。このようにして，

断崖にはヴォールトの屋根やファサードが幾重にも形成され，サントリーニの

集落の特徴となっている（図２）。島の書店で見つけた，「LERNEN VON SAN-

TORIN（Efthymios Warlamis著）」にはこの成り立ちを図解で詳述（図３）。そし

てこのヴォールト天井を活かしたホテルや店舗がサントリーニのウリの一つ。

　他のウリといえば，サントリーニに住む猫たち（図４）やウェディング（図５）。

そして日の入り。海は主要な町から西方向に広がっているので，夕日が白い

町を赤く染めていくのだ。

●下への広がり

　「門（gate）をくぐったその先には建物が

見える」というのが我々の感覚ではない

だろうか。しかしサントリーニでは，崖傍

の門をくぐったその先に見えるのは空と

海と島。テラスやオーニングは見えたとし

ても，建物自体は門からは見えないこと

が多い。まちなみは下に向かって広がっ

ている。（図６）

　町にはヒューマンスケールの路地が続

く（図７）。集落が断崖に沿って形成されて

いるので，3次元的で複雑な路地となって

いる。路地を歩いていると，悪気は無いの

だが，いつの間にか，他人の建物の敷地

内に入り込んでしまう。また，下のレストラ

ンの屋上が上のレストランのテラスとして

使われている。どうやら，建物の所有関係

や官民境界が日本人の感覚と違ってかな

り曖昧な感じ。景観としては，柵や塀に囲

まれた場合と比べて，オープンなので見

通しが利いている。

●10日兄貴

　イアは島の北端にある町で，サントリーニの中心であるフィラよりも素朴な

感じ。立ち寄った本屋で「Light And Colour Of Santorini（Nikos Rigopoulos

著）」というサントリーニの写真集の表紙が一風変わっており目にとまった。写

真集自体は，赤・青・黄・緑・白というテーマに沿ってサントリーニの自然や文

化が納められている。パラパラとめくるとNikos氏は1971年生まれで私と同い年。

本屋のスタッフに聞くと，なんとイア市内でギャラリーを経営しているという。

そこでギャラリーに伺うと，ご本人が丁度いらっしゃった。しばらく雑談しなが

ら誕生日を訪ねると，なんと私より

10日だけ兄貴だと判明。極東の島

国とエーゲ海の島とは，Google  

Earthで計測すると9,278kmの距離。

こんなところまで来て，たった10日

間しか誕生日が違わない方と偶然

出会えるなんて。お陰で大いに意気

投合（図８）。

●Location-based SNS

　Nikos氏との出会いは，彼の写真集を偶然見つけたことから始まっている。

この出会い方はこれで物凄く感動したのだが，もし，サントリーニの町に入っ

ただけで，彼の情報や現在地を知ることができたならば，彼ともっと早く出会

えたり，より多くの人々が彼と出会えたかもしれない。人と人とをつなぐネットワー

クサービスとして，SNS（Social Networking Service）の普及があり，私も既に

mixi，Facebook，Twitter，Linkdeln，SPYSEEなどに登録している。SNSは既に

多様化・多機能化の一途をたどっており，最近では現在地を共有するLoca-

tion-based SNSが出てきている。自動的に現在の位置情報が他人と共有され

てしまうことはリスクを伴うが，リアルタイムに互いの現在地を確認できることで，

思いがけない出会いや発見が益々増えてくるように思える。個人的な経験で

いえば，ある夏の夜，私が下関から加古川へ向かうひかりレールスターと，建

設ITジャーナリストが四国から東京へ向かうサンライズ特急とが岡山駅で偶

然同じ時刻にすれ違うというサプライズがあった。この場合はGPSやWiFiな

どで位置情報を自動的に把握した訳でなく，各々が現在地

や状況をTwitterにコマ目につぶやいていて判ったこと。も

しSNSをしていなければ，すれ違っても互いの存在は知

らずじまい。こんな事もあって，現在地をリアルタイムに共

有しながらコミュニケーションするサービスは，特に出

先において，個人や組織のエンパワーメントへとつながっ

てくるように感じた。場の力をもっともっと活用できれば。

　最後に一言。また訪れたいサントリーニ，次回は船でアクセスしたい。

▲図２ ヴォールト屋根のまちなみ

▲図１ イアより眺めるフィラの集落

▲図４ サントリーニ猫 ▲図５ ウェディング

▲図６ レストランの入り口

▲図７ 路地

▲図８ Nikos氏のギャラリーにて

▲図３ 建物の成り立ち
　（「LERNEN VON SANTORIN」より）

REPORTREPORTREPORT ● ”大阪都市模型とVR連携システム ”
お知らせ

 

UC-win/Roadによる3次元VR(バーチャル・リアリティ）モデルを作成したものです。

■UC-win/Road WebViewer ダウンロード閲覧：URL：http://www.forum8.co.jp/download/ucwin/Road5MB/Roadweb-3.htm

3Dデジタルシティ・サントリーニ島 by UC-win/Road

 

【プロフィール】 1971年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学大学院准教授、博士（工

学）。環境設計情報学が専門。高松市4町パティオデザイン、近江八幡市のまちづくり、台

湾Next Gene20など、国内外のプロジェクトに関わる。安藤忠雄建築展2009水都大阪

1/300模型制作メンバー、NPO法人もうひとつの旅クラブ理事、大阪旅めがねエリアクル

ー。「光都・こうべ」照明デザイン設計競技最優秀賞受賞。著書「VRプレゼンテーションと

新しい街づくり」。ふくだぶろーぐは、http://y-f-lab.jp/fukudablog/

福田知弘氏による 「都市と建築のブログ」の好評連載の第7回。毎回、福

田氏がユーモアを交えて紹介する都市や建築。今回はギリシャ・サントリー

ニ島の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。

はじめに

「サントリーニ島」の「サントリーニ島」の3D3Dデジタルシティ・モデリングにチャレンジデジタルシティ・モデリングにチャレンジ
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 福田知弘氏による 「都市と建
築のブログ」の好評連載の第8回。毎回、

福田氏がユーモアを交えて紹介する都市

や建築。今回はヴェネツィアの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。

●本家本元

　「一生に一度は行ってみたい」と世界中の

人々が憧れる都市，ヴェネツィア。118の島，

150の運河，400以上の橋から成り，自動

車は1台もない。一見，観光化されたテー

マパークのように思えるのだが，6km2 程の

ヴェネツィア本島の人口は約 6万人。治水

のため，毛細血管のように張り巡らされた

運河や海と人々は共生している。島での移

動手段は，水上交通と自らの足が頼りだ。

　マルコ･ポーロ空港から船でサン・マル

コ広場脇のホテルへ向かう。空港のターミ

ナルビルを出ると桟橋には定期船が待って

おり，この時点でさすが水の都だと印象づ

けられる。船はヴェネツィア本島を半周し

ながらラグーナ（潟）を進んでいく。丁度，

夕暮れ時で尖塔のシルエットが美しい。ラ

グーナは浅く，船の通れる道筋は決まって

いるそうだ。航路の両側には木製の杭が置

かれ，そこに海鳥たちが羽を休めている。

まだ，ヴェネツィア本島には到着していな

いのに，既に水の都に酔いしれている。

　船着き場に着いた。重いスーツケースを

引きずりながら，ナポレオンが「世界で最

も美しい広場」と賞賛したサン・マルコ広

場を横切ってホテルへ。

●迷宮の中身

　街なかを探検してみると，どこを歩い

ても絵になる風景であり，店舗に入るとつ

い欲しくなる素敵な品々がたっぷり。まず

はサン・マルコ広場にそびえる鐘楼（高さ

96.8m）に上ろう。張り切って開門前から

並ぶと何と一番乗り。鐘楼の上からは，サ

ン・マルコ広場と建物が良く見え，運河や

街路はほとんど見えない。細かく組み立て

られた迷宮だからか。良く見ると，アルター

ナ（Altana，屋上）が沢山見える。気持ち

の良いプライベート空間だ。また，茶色の

パラボラアンテナもあって景観への配慮が

伺える。

　運河。最も大きいものは，ヴェネツィア

本島の真ん中に逆S字形をした長さ3,800

ｍ，幅100mほどのカナル・グランデ（Canal 

Grande）。リアルト橋の脇には潮位計があ

り，ここは海の上だと実感する。ヴェネツィ

アの建物には大量の松杭が地中の硬い層ま

で打ち込んであるが，水上バス・ヴァポレッ

トは建物へ与える振動を抑えるため，速度

を落として走っている。ヴェネツィアでは，

水上バス，水上タクシー，観光用ゴンドラ，

産業用の船など様々な種類が行き交ってお

り正に水都。船は，眺めてもよし，乗って

もよし。個人的なお勧めは，渡し舟トラゲッ

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

大阪大学大学院准教授
福田 知弘

Vol.8
ヴェネツィア：水網都市

 
1971年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学大学院准教授、博士（工学）。環境設計情報学が専門。高松市4
町パティオデザイン、近江八幡市のまちづくり、台湾Next_Gene20 など、国内外のプロジェクトに関わる。
安藤忠雄建築展 2009水都大阪1/300 模型制作メンバー、NPO法人もうひとつの旅クラブ理事、大阪旅
めがねエリアクルー。「光都・こうべ」照明デザイン設計競技最優秀賞受賞。著書「VRプレゼンテーション
と新しい街づくり」。ふくだぶろーぐは、http://y-f-lab.jp/fukudablog/

図３　鐘楼より

図２　サン・マルコ広場と鐘楼

図４　運河

図１　ラグーナからの夕景
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ト（Traghetto）に乗ってみること。実際に

乗せてもらうと，の～んびりと対岸まで渡

してくれる。それなのに乗船料金は1ユー

ロ（約130円）。ゴンドラのへりにはユーロ

の山ができあがっていた。

　路地。建物の上層階では人が生活してい

る様子が垣間見える。ヒューマンスケール

な路地を挟んで，向かいの住人とおしゃべ

りしている風景や，洗濯ロープを架けて洗

濯物の大きさ順に干している風景など，正

にイタリアらしい。幅 40cmほどしかない

狭い路地もあるそうだ。空を見上げても楽

しいぞ。

　観光客の波から逃れようと，高級ブティッ

クが建ち並ぶ通りから脇の路地へ入ると袋

小路状の閑静な広場に出会った（図７）。こ

の時，なんだかホッとした。それは，人込

みから避けたこともあるが，広場で人々が

談笑していたからだろう。もしこの広場に

誰もいなかったら，それ以上進むのはちょっ

とためらった気がする。広場にいる人が，

通りを歩く他の人 を々呼び寄せる。こうやっ

て屋外空間に人々の賑わいが魅力的に醸し

出されていく。

　ヴェネツィアはアドリア海の魚介類が豊

富。魚市場ではカジキやアンコウがお出迎

えしてくれた。カラマリやスカンピのフリッ

トは確かに美味しい。何度食べても飽きず，

すっかりファンになってしまった。

　最後に，ヴェネツィアの顔，サン･マルコ

広場について興味深いこと。それは，1730

年当時の風景（Wikipediaでも閲覧可能）

と比べると，役者（住民や来街客）は確か

に変化しているが，舞台（建物や街並み，

自然地形など）はさほど変化していないこ

と。これは，建物や文化の保存・修復を積

み重ねながら生活してきたからだ。この間，

鐘楼などは一旦壊されているが，1912年に

再建されている。持続

可能的かつ魅力的な都

市づくりのため，ヴェ

ネツィアから学ぶべき

点が沢山ありそうだ。

●フランスのヴェネツィア

　アヌシー（Annecy）はスイスに程近い，

フランス南東部に位置する人口5万人の町。

旧市街にはアヌシー湖に通じるティウー運

河が流れており，この風景は「小さなヴェ

ネツィア」「フランスのヴェネツィア」と呼ぶ

にふさわしい。市街を吹き抜ける風も心地

良かった。

　旧市街の街なみは中々面白い。建物たち

がユーモラスな形をして並んでいる。建物

の下には，アーチ状のトンネルがあって，そ

こをくぐると隣の通りへ。一軒一軒ゆっくり

と，スケッチや写真撮影をしても楽しいま

ちだ。アヌシー湖は，ヨーロッパで最も透

明度の高い湖として知られ，旧市街の東側

に位置する。アルプス山脈の近くでもあり，

高い山なみが湖を囲む。

●一人称の体験

　着地型旅行・大阪旅メガネで大正エリア

クルーを務めている（本誌No.81）。大阪市

大正区はヴェネツィア本島と同様，運河や

海で囲まれており，いわば「大阪のヴェネツィ

ア」だ。そこで，大正ツアーの概要を紹介

する際にヴェネツィアを引き合いに出してい

る。まず，上空 5kmからの大正区全体の

衛星写真をご覧頂く。次に，同じ縮尺のヴェ

ネツィア本島の衛星写真をご覧頂きながら，

「これはどこの都市でしょう？」とクイズ形

式で質問するのだが，旅人たちは結構答え

られないものだ。その次に，カナル・グラ

ンデを撮影したスナップ写真（図５）をご

UC-win/Roadによる3次元VR(バーチャル・リアリティ）モデルを作成したも

のです。150もの運河が網の目のように張り巡らされた「水の都」ヴェネツィアと、

ジュネーブからほど近い、「フランスのヴェネツィア」と呼ばれる町アヌシーを表

現しました。ヴェネツィアの運河に面したトラットリア、カナル・グランデ（大運

河）に架けられたアーチ橋、ヴェネツィア観光に欠かせない運河を行き交うゴ

ンドラ、中世からの歴史を色濃く残すアヌシーの旧市街の街並みが運河に映え

る様子をUC-win/Roadの湖沼表現の機能を活用してリアルに表現しています。

■UC-win/Road WebViewer ダウンロード閲覧URL
http://www.forum8.co.jp/download/ucwin/Road5MB/Roadweb-3.htm

○○○EVENT
REPORT

2010
23-25 JUN

図７　袋小路状の広場

覧頂くと，誰もが「ベニス！」と答えてくれ

る。このようなクイズを１年半ほど続けてき

たが，鳥の眼（衛星写真）よりも，人の眼

（スナップ写真）の写真の方が，やはりパッ

と見て判りやすいのであろう。このことは，

VR（Virtual Reality）が一つの目標として「没

入感の向上」を掲げ，三人称視点の体験

ではなく一人称視点の体験を目指して技術

開発されてきた経緯とも繋がりそうだ。

「ベニス」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・ベニス by UC-win/Road

図9　アヌシー旧市街にて 図10　アヌシー湖

図８　トラットリアの青シャツマスター図５　カナル・グランデのトラゲット

図６　向かいの住人とおしゃべり

も
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●日時 ： 2010 年 6月23日 -25日
●会場 ： 東京ビッグサイト
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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

大阪大学大学院准教授
福田 知弘

Vol.9
近江八幡：奥行きのあるまち
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「近江八幡」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・近江八幡 by UC-win/Road



Up&Coming90 号 都市と建築のブログ20

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

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。大阪大学大学院准教授、博士（工学）。環境設計情報学が専門。高松市4
町パティオデザイン、近江八幡市のまちづくり、台湾Next_Gene20 など、国内外のプロジェクトに関わる。
安藤忠雄建築展 2009水都大阪1/300 模型制作メンバー、NPO法人もうひとつの旅クラブ理事、大阪旅
めがねエリアクルー。「光都・こうべ」照明デザイン設計競技最優秀賞受賞。著書「VRプレゼンテーション
と新しい街づくり」。ふくだぶろーぐは、http://y-f-lab.jp/fukudablog/
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ストラスブール：トラムとまちづくり
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「ストラスブール」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・ストラスブール by UC-win/Road

注１）ZAHA HADID ARCHITECTS：http://www.zaha-hadid.com/built-works/car-park-terminus-hoenheim-nord
注２）藤井由実のフランス便り：http://intercultural-france-japan.blogspot.com/

1：優秀賞「ハイウェイドライビングシミュレータシステ
ム」（東日本高速道路 株式会社）

2：エッセンス賞「大きく踏みだそう！歩行者による
予測不可能な道路横断挙動」（Abley Transportation 
Consultants Limited （ニュージーランド））

3：アイデア賞「岩屑なだれシミュレーション」（群馬
大学 工学部建設工学科地盤工学専攻）

4 ：開発賞「SmartGridにおけるEV車と充電システムの広
報用ドライブシミュレータ」（SK Energy Co., Ltd. （韓国））

■グランプリ作品
「VRによる阪神高速道
路の地下化と都市の魅力
向上に向けた計画提案」
（関西大学 総合情報学部）
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福田知弘氏による 「都市と建

築のブログ」の好評連載の第11回。毎回、

福田氏がユーモアを交えて紹介する都市

や建築。今回はハンブルグの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。

●2,302橋

　ハンブルグ（Hamburg）は、首都ベルリ

ンに次ぐドイツ第二の都市。人口は170万

人を超える。全長1,091kmの国際河川エ

ルベ川河口に位置し、古くから港湾都市と

して栄えた。90を超える領事館はニュー

ヨークに次ぐ多さ。市の中心部に風光明媚

なアルスター湖があり、エルベ川とは数多

くの運河で結ばれている。そのため、市内

には2,302もの橋が架けられている。これ

は、水の都で有名なベニス（Up & Coming 

88号 , 2010）とアムステルダムを合わせた

数よりも多い。浪華の八百八橋・大阪市（Up 

& Coming 81号 , 2009）とは姉妹都市。

　ICE（Intercity-Express）でハンブルグ中

央駅に入る。ヨーロッパのターミナル駅に見

られる大きなアーチ屋根。「ああ、都市に着

いた」と感じさせる。それは物凄く大きく、

他の駅とは明らかに格が違う。首が痛くなっ

ても見続けておきたいと思わせる吸い込ま

れるような空間。只今、午後1時 51分。

中央駅近傍のホテルにチェックインした後、

午後3時からのハ―フェンシティ・ランドギャ

ングツアーに参加しよう。

　ホテルから目的地ハ―フェンシティ・イン

フォセンターまでは約２km。初めて歩く街

は常に探検そのもの。今日はさらに制限時

間1時間弱というおまけつき。日本から持

参したガイドブックとホテルで入手した地図

とを見比べつつ、まず地下鉄を目指したが

目的の路線は工事中。探検の出足で躓きい

や～な予感がしつつ，ハンブルク中央駅か

ら市庁舎駅まで別の地下鉄路線で一駅分乗

り、そこから１kmほど歩くことにした。地

下鉄から屋外に出れば市庁舎が聳え立つ。

曇天で直感的に方角を把握できない。さら

に、運河を跨ぐ橋々にルートを委ねばなら

ず、目的地へは真っ直ぐ向かえない。つい

に雨も降ってきた。ハ―フェンシティ手前に

架けられた橋も工事中。こんなハプニング

が続いた末に、ハ―フェンシティ・インフォ

センターにようやく到着。

●ハ―フェンシティ開発

　ハ―フェンシティ地区は、ハンブルク市街

を流れるエルベ川沿いに位置する。かつて

は自由港として栄えた。その後、コンテナ

船の登場による海上貨物輸送の大変革に伴

い、1960年代には貨物保管庫としての機能

のみを担うようになり、閑散とした低未利

用地となっていた。このエリアを市街地に

再生させるべく、1997年にハ―フェンシティ

開発が市議会で承認されたことを受け、㈱

ハ―フェンシティ・ハンブルクが市役所出資

により設立された 注１）。

　マスタープランは2000 年に完成。開発

面積157ha、東西3.3km、南北1kmに及

ぶ。その中に、5,500戸の集合住宅（居住

者12,000人）、40,000人以上の雇用を生

む業務施設、商業施設、文教施設、コンサー

トホールなどが計画中されている。ヨーロッ

パ最大規模の都市再生プロジェクトたる所

以である。

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

大阪大学大学院准教授   福田 知弘
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ハンブルグ：ハ―フェンシティ開発

1971年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学大学院准教授、博士（工学）。環境設計情報学が専門。高松市4
町パティオデザイン、近江八幡市のまちづくり、台湾Next_Gene20 など、国内外のプロジェクトに関わる。
安藤忠雄建築展 2009水都大阪1/300 模型制作メンバー、NPO法人もうひとつの旅クラブ副理事長、大
阪旅めがねエリアクルー。「光都・こうべ」照明デザイン設計競技最優秀賞受賞。著書「VRプレゼンテーショ
ンと新しい街づくり」。ふくだぶろーぐは、http://y-f-lab.jp/fukudablog/

図２　ハ―フェンシティ地区鳥瞰 （「HafenCity Hamburg GmbH, March 2010」より）

図１　市庁舎前を流れる運河と水門

図３　インフォセンター全景
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●ハ―フェンシティ・インフォセンター

　ハ―フェンシティ・インフォセンターは、

計画内容を市民、投資家、政治家、建築

家などに情報公開するため、ハ―フェンシ

ティ開発に先立って整備された。かつての

発電所をリノベーションした建築。この地

区は既に、古いレンガ倉庫群をリノベーショ

ンして、ハンブルクの観光名所の一つとなっ

ている。インフォセンターには、1日平均

300 ～ 500人の来場者が

あるそうだが、訪問日は

何と2時間で

400人。

　センターに

入り、入り口・

受け付けの部屋から暗いトンネルをくぐる

と、8m×4mの巨大な1/500 縮尺模型が

目に飛び込んできた。実寸で4km×2km

を表現していることになる。この模型を見

れば、プロジェクト全体が俯瞰できる。ハ

―フェンシティで計画中の建築及び旧市内

のランドマーク建築（市庁舎、教会）が茶

色で、その他は白色で表現されている。こ

の模型は新しい計画が立ち上がる度に更新

され、生き物のような都市の最新を窺い知

ることができる。模型の周囲には、写真、

映像、詳細なドローイングも設置されてい

る。模型の脇に併設されているカフェは常

に満席。

●ハ―フェンシティ・ランドギャング
ツアー

　ハ―フェンシティのツアーは定期的に3

種類実施されており、ランドギャングツアー

（年中土曜 15:00 ～17:00）、アフターワー

クガイドツアー（5～ 9月の火曜 18:30 ～）、

自転車ガイドツアー（5～ 9月の第1･3日曜 

11:00 ～13:00）。その他にも団体用ツアー

なども随時実施されている。

　筆者らが参加したのはランドギャングツ

アー。先述のインフォセンター模型前に集

合。まず、ガイドの女性が緑色のレーザー

ポインターを使いながらドイツ語で計画を

概要説明。この日は参加者25名。日本人

は我々だけで殆どがドイツ人（地元の方らし

い）。後で聞くと、ツアー参加者はハンブル

グ市民が50%、それ以外が50%とのこと。

　インフォセンターを出て、いよいよハ

―フェンシティ地区へ。Traditional Ship 

Harbor は、水面にはデッキが浮かべら

れ、右手にはキャンティレバー構造により

水辺に大きく張り出した建築群。建物の

全ての住居から水面が見えるように設計さ

れている。地上階は遊歩道として公共空

間化されている。突端には、ヘルツォー

ク&ド・ムーロンによるコンサートホール

「Elbphilharmonie」が建設中。

　ツアーガイドはA3版の資料を併用しなが

ら、過去の写真や未来のCGを紹介。図９は、

同じ位置から撮影した過去と現在。

　一つ南側の水路、Vasco Da Gama Plaza

付近。こちらも将来、水辺にはMarinaと

して浮き桟橋が整備されるそう。向かい

はMarco Polo Terraces地区。Marco Polo 

Towerと呼ばれる高層ビルには高級住宅が

入る。隣のビルは事務所とショッピングセン

ター。ツアーはMarco Polo Terraces 地区

を抜けエルベ川の水際で終了。ちょうど大

型客船が寄港していた。

　最後に展望台へ。西側を見れば、Marina

やElbphilharmonie が見える。東側の開発

は今後。現地ツアーでは、地区毎の開発段

階の違いや建設現場の活気を五感で理解す

ることができた。

図８　水際の建築群

図４　インフォセンター内観全景

図９　開発前後

図10　Vasco Da Gama Plaza 付近

図６　ランドギャングツアーの概要説明

図５　インフォセンター内の展示 図７　Traditional Ship Harbor 図 11　展望台から西側を眺望
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UC-win/Road による3 次元VR( バーチャル・リアリティ）モデルを作成した

ものです。中世以来、港湾都市として栄え、市の中心部のアルスター湖とエ

ルベ川を結ぶ数多くの運河に2032もの橋がかかる“水の都”ハンブルグの

景観を表現しました。ドイツルネサンス様式で建てられた市庁舎、大きなアー

チ屋根を持つハンブルグ中央駅など歴史を感じさせる建物とともに、水辺に

建設中のコンサートホール、商業施設等の建築群が立ち並び、ヨーロッパ最

大規模の都市再生プロジェクトとして開発の進むハ―フェンシティ地区と、開

発計画を情報公開するためのハ―フェンシティ・インフォセンターもモデル化

しています。市民、関係者とのコミュニケーションを重視し、活気ある地域開

発を進めるハンブルクの最新の都市風景を表現しています。

■UC-win/Road WebViewer ダウンロード閲覧URL
http://www.forum8.co.jp/download/ucwin/Road5MB/Roadweb-3.htm

「ハンブルグ」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・ハンブルグ by UC-win/Road

●おわりに

　ハ―フェンシティ開発は、市民はじめ関

係者に対するコミュニケーションを重要な柱

と捉えている。そのため、単なるパネル展

示でなく、巨大模型を制作したり、開発中

の現場を案内するツアーを実施している。

　大阪においても、開発中の大阪駅を設

計者自らが案内するツアーが継続的に企画

されており、高い人気を誇っている（主催：

NPO法人もうひとつの旅クラブ、大阪旅め

がね）。市民にとって、開発中の現場とは良

く判らない場所である。そのため、完成が

楽しみでもあり、興味深々でもあり、不安

でもあるに違いない。また人々は、必要以

上に隠されると余計に気になるし、疑心暗

鬼が募ってくるものだ。全うな情報を伝え

る方法はいくつかあるが、実物を見せること

は非常に訴求力の高い行為であるといえる

のではないだろうか。

注１）HafenCity Hamburg GmbH：http://www.hafencity.com/

�
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VRによる阪神高速道路の地下化と都市の魅力向上に向けた計画提案
大阪の魅力向上に向けた提案として、阪神高速道路を地中化することにより、美しく風格ある都市景観の創出、緑化と歩行空間の確保や賑

わいのある都市空間の整備について、直感的にわかる可視化を行い、共通認識を持って広く議論するために活用。将来の都市データベースと

して、空間の再配分検討のみならず、時間軸を考慮した交通や人の動線、防災などの解析にも展開を図っている。

クラウド上で公開

クラウド上で公開することで、インターネット環境さえあれば関
係者へのプレゼンが行えるなど合意形成への活用が可能に
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 福田知弘氏による 「都市と建
築のブログ」の好評連載の第12回。毎回、

福田氏がユーモアを交えて紹介する都市

や建築。今回は済州島の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。

●済州島へ
スマートグリッドは、ICT 技術を駆使して

電力の需要と供給を常時最適化する次世代

の電力網。省エネ・低炭素社会を実現する

ための仕組みとして米国・欧州・東アジア

諸国で取り組みが進められている。その中

で韓国は官民一体となって世界のスマート

グリッド市場の先行獲得を目指して積極的

に取り組んでいる。2030年に韓国全体をス

マートグリッド化する計画を発表、環境先

進国と産業成長を目指す。その第一歩とな

る実証実験を済州島で開始している。

済州島は綺麗な楕円形をした島だ。面積

は1845km2 であり、我が国の都道府県で

一番小さい香川県より30km2 ほど小さい。

また、人口は55万人であり、鳥取県より3

万人ほど少ない。韓国のハワイといわれる

リゾートアイランドへ向かう飛行機は、ゴル

フバッグも沢山積みこまれた模様。

●三多と三無
済州島の特徴を表す有名な言葉に「三多」

と「三無」がある。

三多とは、「風、石、女の三つが多い」意。

まず「風」。済州島は強い季節風が吹く地

域である上に、台風が度々通過する。そ

の風を利用しようと1990 年代から風力発

電に取り組みはじめ、現在は海上にも建設

中（図1）。次に「石」。済州島は大韓民国

の最高峰・漢拏山（ハルラサン）の噴火に

よりできた火山島であり、島中が石だらけ。

屋敷や耕地の境界には黒い玄武岩で区切ら

れ、独特の風景を生みだしている（図2）。

玄武岩の石垣は伝統的な施設だけでなく、

建設されたばかりの道路にも。このような

黒い石垣は日本では余り見られない（注１）。

最後に「女」。これは、男性が漁に出て遭

難してしまい、女性の比率が高くなったこ

とに由来する。さらに、島に残った女性は

働きものが多い、ということも指すようだ。

三無とは、「泥棒、乞食、大きな門の三

つが無い」意。これらが無いのは、自然環

境の厳しさを克服するために協同の精神が

発達したためだといわれる。最後の「門」

であるが、済州島の屋敷の入り口には、穴

が3つ空いた石が両側に置かれ、棒を3

本架けることができる（図3）。棒が1本も

架けられていない時は「どうぞお入りくだ

さい（在宅中）」、1本だけ架けられている

時は「2～3時間留守にします」、2本架け

られている時は「夕方には戻ります」、3本

とも架けられている時は「2～3日留守に

します」という合図だそう。

●済州島の風物
さらに済州島の風物を。食材を三つ挙げ

るならば、黒豚、タチウオ、ミカンか。北

部・済州市の東門市場、南部・西帰浦（ソ

ギポ）市の中央市場は市民の台所として賑

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

大阪大学大学院准教授   福田 知弘
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図１　建設中の洋上風力発電施設
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図３　 住宅の門（城邑民俗マウル）

図2　 玄武岩の石垣で区切られた畑 図４　タチウオ



Up&Coming92 号都市と建築のブログ 31

わう。数々のキムチ、トッポギ鍋、そして

ずらっと並べられたタチウオに目を奪われ

た（図 4）。訪問時はイチゴのシーズンで

もあった（図 5）。

漢拏山と共に世界自然遺産に登録され

た、城山日出峰（ソンサンイルチュルボン）

（図 6）。海底噴火によっ

て生まれた海抜182mの

火山島は、済州島の最東

端にあるため文字通り日

の出を見る場として相応

しい。訪問時には、大勢

の旅人が山登りをしてい

た。その近傍にあるソプ

チコジは韓流ドラマ「オールイン」のロケ地。 

近年、安藤忠雄先生の美術館「GENIUS 

LOCI」が完成（図7）。

島南東部にある城邑民俗マウルは民俗資

料保護区に指定されており、昔ながらの町

並みの中で人々が生活を営んでいる。萱葺

き屋根は、地域の人々が協力して葺き替え

をするそうで、そこには冬虫夏草ができて

いるそう。案内人のもてなし方は中々参考

になった。

オルレとは済州島の方言であり、元々は

通りから家の門に通じる小さな路地を意味

する。さらに2007年より済州島に整備さ

れつつあるウォーキングコースもオルレと呼

ばれるようになった。現在は島の南半分に

森林コース、海岸コース、民家コースなど

15コースが整備されている。各コース10

～20kmほどである。

●スマートグリッド
韓国政府は 2010 年1月に「スマートグ

リッド国家ロードマップ」を策定した（注

2）。これには、5つの推進分野、すなわ

ち、Smart Power Grid（電力網）、Smart 

Consumer（消費者）、Smart Transportation

（電気自動車及び充電インフラ）、Smart 

Renewable（新・再生エネルギー）、Smart 

Electricity Service（電力サービス）ととも 

に、時間軸として第1段階（実験場の建設

と運営。2010 ～2012 年）、第 2段階（主

要都市への拡張。2012 ～2020 年）、そ

して第3段階（全国展開の完成。2021～

2030 年）が示されている。そして、第1

段階における実証実験場として済州島が指

定を受けた。済州島には実証実験の様子を

紹介するPRセンターが島北東部に複数完

成しており、今回は2か所訪問した。この

辺りは、風力発電施設も数多い。

まず、中心施設であるPR Center / KEPCO 

（韓国電力）Experience Hall（スマートグ 

リッド・インフォメーション・センター）（図8）。

ここではスマートグリッドのコンセプト、及

びその必要性、そして済州島におけるTest 

bed（実験場）の位置、及びその内容が詳

しく紹介される。

特に見応えのある展示はスマートホーム

（図 9）。ここでは、スマートメーターが設

置され、家庭内における電力使用状況の見

える化、電力の需要供給状況による照明

やテレビなどの家電製品の制御や最適化

などがデモされていた。対応する家電製品

は、照明、テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗

濯機など多岐にわたる。生活者は電気代が

安い深夜電力に合わせて洗濯機を動かした

り、電気自動車の充電を行ったり、供給が

ひっ迫している時に余分な電気の使用を控

えたりできる。もちろん、太陽光発電によ

り自家発電した電力のうち、余剰分の売電

などの調整も可能である。これらは、壁面

に設けられた IHD（In Home Display）や 

スマートフォンで閲覧や遠隔操作する（図

10）。実証実験は始まったばかりであり、

今後、済州島の一般家庭でも実用化に向

けた技術検証を行うそうである。

もう一つ、SK / HHI Smart Grid Experi- 

ence Hall では、Smart Place、Smart Trans- 

portation、Smart Renewable というテー

マで、展示が行われていた。展示内容は、

先のスマートグリッド・インフォメーション・

センターとよく似ているが、フォーラムエ

イト社が開発した「電気自動車と充電シス

テムのドライブシミュレータ」が目新しい 

図５　イチゴまつり

図９　スマートホーム

図６　城山日出峰頂上

図7　 GENIUS LOCI

図８　スマートグリッド・インフォメーション・センター 図10　IDHとスマートフォン
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（図11）。これは、電気自動車でドライブを

楽しみながら充電場所を探していくという

ものである。シミュレータのコックピットは

CT&T 社の電気自動車そのもの。その後、

本物の電気自動車に乗車。平均時速 50km

で走れば、60kmの距離を走行可能だそう

だ。SKの管轄だけで既に電気自動車15台、

充電場所が 46基整備されている（図12）。

まだ遠距離ドライブとまではいかないもの

の、カーシェアリングしながら身近な用事

を済ませるには十分かもしれない。

●おわりに
スマートグリッドの普及に向けては消費

者の心を掴むことが大切だ。スマートグリッ

ドによって我々の生活がどう変わるのか。

人々は果たして幸せになるのか。見えにく

い部分を見える化、いや、見せる化する努

力がまだまだ必要だ。加えて、専門的な数

字は消費者には実感しにくく、それらを理

解しやすい指標に置き換えていく努力も必

要だと感じる。　

自然溢れるリゾートアイランド・済州島で

始まった、スマートグリッドの実証実験の

成果が楽しみである。最後に、フォーラム

エイト韓国事務所・陸昌吉代表には現地で

大変お世話になった。この場を借りて感謝

申し上げたい。

注1） 漆原和子・勝又浩：済州島における石垣の屋敷囲い、法政大学文学部紀要 第 55号 （2007年度）、 http://www.hosei.ac.jp/bungaku/museum/html/kiyo/55/articles/urushibara_katsumata.pdf
注 2）Korea Smart Grid Institute: http://www.smartgrid.or.kr/

図 11　電気自動車ドライビングシミュレータ 図12　電気自動車と充電施設

UC-win/Roadによる3次元VR（バーチャル・リアリティ）モデルを作成したものです。
火山の噴火により済州島独特の風景を生みだしている、玄武岩で形成された石垣の屋敷囲
いや、市民の台所として賑わう市場の様子のほか、韓国が官民一体となって積極的に取り
組むスマートグリッドの実証実験として整備され始めている、電気自動車と充電施設を再
現しました。また、PRセンターに展示されている、フォーラムエイト開発の「電気自動車
と充電システムのドライブシミュレータ」もモデル化しました。
自然溢れるリゾートアイランド・済州島の風景と、そこで始まったスマートグリッドの普及
に向けた実証実験の様子を表現しています。
■UC-win/Road WebViewer ダウンロード閲覧URL ： http://www.forum8.co.jp/download/ucwin/Road5MB/Roadweb-3.htm

「済州島」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・済州島by UC-win/Road

済州島で行われた「2011年度 韓国情報処理学会 学術大会」に、フォーラムエイトのVRとク

ラウドのソリューションを展示しました。参加いただいた方々は、情報処理学会ということもあり、

データの暗号化やクラウドコンピューティングなどについての論文発表が多くありました。そこで、

フォーラムエイトが展示していたVR-Cloud™のを見ていただき、多くの方が関心を示されました。

これからも、ネットワークインフラの整備が優れている韓国にてVR-Cloud™の普及を進めて

いきたいと思います。

�
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 福田知弘氏による 「都市と建
築のブログ」の好評連載の第13回。毎
回、福田氏がユーモアを交えて紹介する
都市や建築。今回は神戸の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。

●憧れの大都会
加古川で生まれ育った小生にとって、神

戸は今でも憧れの大都会。154万人の人口

を擁する神戸市は、明治開港以来、140

余年で建設されてきた都市である。東西

に細長く伸びる市街地に加え、山あり、あ

り、温泉あり、スキー場あり、牧場あり、

白い砂浜あり、そして、異国情緒あり。阪

神・淡路大震災で大きな被害を受けたが

復興を遂げ、近年では眺望景観をはじめ

とした景観まちづくりが進められている。

そして2008 年には日本初・アジア初のデ

ザイン都市としてユネスコに認定された。

目抜き通りの税関線（フラワーロード。図１）

も今年から21世紀型の街あかりへと生ま

れ変わる予定。早速、都心をまちあるきし

よう。

●駅として再建されたレンガビル
市営地下鉄海岸線みなと元町駅（図２）。

このレンガビルは、日本の草分け的建築

家で日銀や東京駅も手がけた辰野金吾氏

が設計。1908 年に第一銀行神戸支店とし

て建設され、1966 年からは大林組が神戸

支店として使用。しかし阪神・淡路大震災

で大きく損傷した。修復は不可能に思わ

れたが、内部を更地にした上で南西の角

に面した壁が再建され、みなと元町駅の1

番出入口として使われている。みなと元町

駅から一本南の筋は、近年「オシャレな街」

として注目を集める乙仲通り。

●中華街
開港に伴い、外国人居留地の西側に中

国系在留民の居住地として形成された南

京町（図３）。現在も個性的な商店が集ま

り、界隈性と活気に溢れている。中華料

理や肉まんなどの有名店が並びどこのお店

も行列。そのため、大勢の人々が軒先で

飲食しているのだが、驚くべきは公共空間

が清潔であること。中心部にある南京町

広場にはゴミ箱は置かれていないが、ゴミ

は落ちていない。これは、継続的な商店

街の努力とお客さんの理解とが結実したも

のだ。今回小生は、Cool な建物で販売さ

れていたHotなコロッケを食べ歩き（図４）。

●鼓形の構造美
潮風に誘われて神戸港へ。真っ赤な、

日本古来の鼓をイメージした構造美のタ

ワーが見えてきた。ポートタワーだ（図５）。

高さ108m。神戸開港 90 周年を記念し

て1963 年に完成した当時は中突堤の上に

建っていた。しかしその後、タワーの両側

が埋め立てられ、埠頭上に建つという独特

な立地条件は変化している。日本で初め

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

大阪大学大学院准教授   福田 知弘

������
神戸：山も海もあるデザイン都市

1971年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学大学院准教授、博士（工学）。環境設計情報学が専門。高松市4
町パティオデザイン、近江八幡市のまちづくり、台湾Next Gene20 など、国内外のプロジェクトに関わる。
安藤忠雄建築展 2009水都大阪1/300 模型制作メンバー、NPO法人もうひとつの旅クラブ副理事長、大阪
旅めがねエリアクルー。「光都・こうべ」照明デザイン設計競技最優秀賞受賞。著書「VRプレゼンテーション
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図１　JR三ノ宮駅より市役所方面

図4　中華街のコロッケ屋さん図2　みなと元町駅

図3　中華街
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てライトアップされた建造物としても有名

であり、近年は LED 投光器に置き換えら

れた。毎月第一日曜日は「神戸プロポーズ

の日」。ポートタワーの輝きが大切なプロ

ポーズをアシストしてくれる。

●シドニー似
その1週間前にシドニーを訪問していた

からなのか？中突堤中央ターミナルに立つ

とシドニーのサーキュラーキー (Circular 

Quay) の風景に思えてきた。サーキュラー

キーは、シドニーの海の玄関口。フェリー

やクルーズ船が発着を繰り返し、鉄道や

バスにも接続する交通ターミナルでもあ

る。サーキュラーキーに立てば、右手にオ

ペラハウス、左手にハーバーブリッジ、対

岸には住宅地を臨める。湾内には行き交

う船たち。汽笛や水しぶきの音。これらは

観光客よりはむしろ、市民の活動から生

み出される。一方、神戸では右手にモザイ

ク、左手に船型のホテルと神戸大橋。正面

には神戸空港。大小のクルーズ船も出航。

神戸港の風景は、既に日本の港町を代表

するものであるが、まだまだ魅力的な風景

になりうると思う（図６）。因みに、モザイ

ク近くの神戸ガス燈通りでは、毎日3回（20

時、21時、22 時）にハーバーウィンクが

楽しめる。これは、59 分に全ての照明を

一旦消灯し、0分に再点灯して、点灯の瞬

間を楽しもうというもの。

●ゲーリー建築
デ・コンストラクション建築を手掛ける

世界的建築家、フランク・ゲーリー。ビル

バオ・グッゲンハイム美術館（1997年）が

彼の代表作であるが、何と今から24 年前

の1987年、彼は神戸に作品を創っていた。

フィッシュ・ダンスと呼ばれる、高さ21ｍ

の鯉のオブジェ（図７）。それほど目立たな

い場所に建っているのが少々勿体ない。脇

のカフェでコーヒーブレイクしながら、「こ

の鯉は、もっとシンボリックな場所で泳ぎ

たいはず～」とつい妄想。

●最短国道
国道174号線は日本一短い国道（図８）。

全長187.1m。沿道にある神戸税関は 2代

目で1927年竣工。中に入ると、シンガポー

ルのラッフルズホテルのような雰囲気を感

じる。建物のすぐ北側には阪神高速道路

が走っているが、中庭からは見えないし騒

音も感じない。都心なのに、切り取られた

空だけが見える贅沢な空間。この中庭か

らはいつまでも「空だけ」が見えますよう

に。。。向かいの旧神戸市立生糸検査所は

2代目神戸税関と同じく1927 年竣工。近

年、使われなくなったこの近代建築を神

戸市が買収し「デザイン・クリエイティブ

センターKOBE（仮称）」として再整備中。

今年 3月には景観形成重要建築物に指定

された。デザイン都市・神戸のシンボル施

設として、デザイン事務所や映像制作会社

のオフィス、教育施設などが入居する交流

の場を計画している。

ここからフラワーロードを北上し、三ノ

宮駅を抜けて北野界隈へ。  

●1000万ドルの夜景
神戸は日本三大夜景の一

つに数えられる。「100万ド

ルの夜景」という言葉も神

戸発祥。この由来は、昭和

20 年代に六甲山の山頂から

眺めることのできる神戸－大

阪間の電灯の電気代の合計金額を当時の

レートで換算したことから。以来、電灯の

数は大幅に増えたので現在は既に1000万

ドルの夜景と呼ばれる。

最後に、神戸のまちづくりと小生との関

わりについて触れておきたい。実は、神戸

21世紀・復興記念事業として、北野地区

にある風見鶏の館＋萌黄の館＋北野町広

場＋北野町中公園を対象にした夜間景観

デザイン競技が2001年に実施された。そ

のデザインが風見鶏の館界隈で実際に完

成している（図 9）。付近は住宅地であり、

観光客がいきなり大勢来られても困るとい

うことで、夜間景観デザインは日没から午

図6　中突堤よりモザイク方面

図5　神戸ポートタワー 図7　 フィッシュ・ダンス

図８　国道174号線

図９　風見鶏の館界隈
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後10 時までを演出モード、深夜になると

既設の街灯を再利用した生活モードという

時間帯に応じて変化する提案。審査員に

対するプレゼンテーションでは照明シミュ

レーション付きVR（Virtual Reality）を用

いて、歩いていく人間の目線でライトアッ

プ効果を検証した。

照明は技術的な要素も大きく、市民参

加型によって夜間景観まちづくりを進めて

いくことは中々難しいのだが、省エネル

ギーへの配慮やLEDや有機 EL等の新光

源の開発から、夜間景観まちづくりの必要

性や実現の幅は益々高まっている。今後、

照明シミュレーション技術がより高度化さ

れ、操作性が高まることで、市民参加型

の可能性がぐっと高まることを期待してい

る。

注1） なし

UC-win/Roadによる3次元VR（バーチャル・リアリティ）モデルを作成したものです。
「デザイン都市・神戸」の都会らしさと港町の景観を表現。元町一丁目交差点から見る錨

のシンボルなど、神戸の魅力的な景観の特徴である港と六甲山の山並みと市街地が一体

となった眺望景観を再現しました。三宮駅と市役所周辺など市中心部のほか、神戸ポート

タワーやランドマークとなる建造物、ポートライナー、高架高速道路も表現。また、神戸市

が推進する次世代スパコン「京」の施設や、フォーラムエイトのスパコンクラウド神戸研

究室も置かれている高度計算科学研究支援センターと「京コンピュータ前」駅など周辺

施設をモデル化。ポートアイランド2期の開発の様子と神戸空港の遠景を表現。

■VR-Cloud™閲覧URL ： http://www.forum8.co.jp/topic/toshi-blog13.htm#city

「神戸」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・神戸by UC-win/Road

体験サイトURLからVR-Cloud™クライアントをインストールして、渋谷駅前交差点モデル、日本平パークウェイモデルなどをご体験ください。

�
�
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 福田知弘氏による 「都市と建
築のブログ」の好評連載の第14回。毎
回、福田氏がユーモアを交えて紹介する
都市や建築。今回はテキサスの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。

●アメリカ建築の最高峰
着いたとたん、身の引き締まる感じがし

た。学生時代からずっ～と訪問したかった

という思いだからか、アメリカ最高峰と称

される建築だからか。

キンベル美術館（図 1）。所在地は、

アメリカ・テキサス州フォートワースのカ

ルチュラル・ディストリクト。完成は 1972

年。設計者は、建築家ルイス・I・カーン

（Louis I. Kahn；1901 ～ 1974）。彼は、 

数多くの住宅、ソーク生物学研究所（1959

～ 1965 年）、 バングラデシュ・ダッカ

首都大学・国会議事堂（1962 ～ 1974

年）、イエール大学英国美術研究センター

（1969 ～ 1974 年）なども手掛けた。

キンベル美術館はテキサスの強烈な自

然光を上手に取り入れた建築として有名

だ。収蔵品を保護するため美術品に自然

光が極力当たらないように考慮された美

術館が数多い中において、キンベル美術

館ではトップライト（天空窓）から降り注

ぐ自然光の中で美術品を鑑賞することが

できる。訪問したのは早くも5年前の夏。

当日は日曜日ということもあってか、老夫

婦、ご婦人方、若いカップル、親子連れ

など、様々な世代の様々なグループが訪

問されており、単に美術品を眺めるだけ

でなく、キンベルで思い思いの休日を楽

しんでいた。たまたま入場無料の日でも

あった。

●アプローチ
タクシーはサブ・エントランス側に着い

た。美術館へはこちら側からも入れるの

だが、やはりメイン・エントランス側から

アクセスしよう。

建物の骨格を成すヴォールト（かまぼ

こ）形状はサイクロイド曲線を有しており、

1 体 23 × 100フィートで合計 16 体。こ

れらは 6× 3 列に並び、前庭を囲むよう

に凹型に配置されている。ヴォールト形状

の多くの用途は、展示室、オーディトリア

ム、図書館である。一方、2本はアプロー

チの役割を担う。アプローチから美術館を

見ると背景には空しかなく、建物のスカイ

ラインがくっきりと見える。アプローチの

道中では偶然リスに出会えた。カメラを向

けると「グルルルル」と威嚇してきた（図

2）。次に、ヴォールト屋根の下のポルティ

コに入ると傍には水庭が見える。そこで

は水浴びをする子供とそれを見守るお父さ

ん（図 3）。水際では小鳥たちも水浴び

をしている。こんな風に、アプローチの

時点で自然に溢れた美術館だと実感させ

られた。

●内観
樹木が等間隔に並べられた気持ちのよ

い前庭を抜けて、メイン・エントランスか

らいよいよ内部へ（図 4）。図 5がメイン・

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

大阪大学大学院准教授   福田 知弘
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テキサス：キンベル美術館

1971年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学大学院准教授、博士（工学）。環境設計情報学が専門。高松市4
町パティオデザイン、近江八幡市のまちづくり、台湾Next Gene20 など、国内外のプロジェクトに関わる。
安藤忠雄建築展 2009水都大阪1/300 模型制作メンバー、NPO法人もうひとつの旅クラブ副理事長、大阪
旅めがねエリアクルー。「光都・こうべ」照明デザイン設計競技最優秀賞受賞。著書「VRプレゼンテーション
と新しい街づくり」「はじめての環境デザイン学」など。ふくだぶろーぐは、http://y-f-lab.jp/fukudablog/

図１　キンベル美術館全景 図2　アプローチで出会ったリス 図3　水庭の父子
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エントランスから入って出会える風景。左

側がメイン・エントランス、右側がショッ

プ、奥に光庭の彫刻が見える。ヴォー

ルト屋根の中央にスリットが設けられてお

り、そこから自然光を取り入れる。その

差し込む光を柔らかくコントロールするた

め、スリットの下にはアルミニウムのパン

チングメタルの反射器具が湾曲させてあり

適切な拡散光が屋内に入るように調節さ

れている（図 6）。人工照明がなくても十

分明るい。拡散光を受けて銀色に浸され

るヴォールト天井の素材はコンクリートだ

が、幕のように見えて視覚的にも非常に

軽やか。北の方へ進んでいくと、左に展

示空間（図 7）、右にはカフェが見えてき

た。カフェではサンデーブランチを楽しむ

訪問客（図 8）。キンベル美

術館は料理も有名で、レシ

ピが出版されている。カフェ

の奥にはオーディトリウム（図

9）。光庭は 3つあり、緑が

多くて気持ちの良い空間（図

10）。

●キンベル美術館のお隣には
キンベル美術館の東隣にはフォートワー

ス現代美術館が建つ。これは 1892 年に

設立した、フォートワースで最も古い美術

館。現在の建物は安藤忠雄氏による設計

で 2002 年に完成。Y字型の柱で支えら

れた屋根と、コンクリート＋ガラスのダブ

ルスキン構造の意匠が印象的だ（図 11）。

また、キンベル美術館の西隣にはキンベ

ル美術館拡張プロジェクトとしてレンゾ・

ピアノ氏により設計が進められている。

図4　前庭

図6　トップライトのディテール

図5　ロビー

図7　展示室

図８　カフェ

図９　オーディトリアム

図10　光庭

図11　フォートワース現代美術館
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●アーリントン・テキサス・レンジャー
ズ球場
キンベル美術館に行く道中、タクシー

の運転手と色々話していた。すると、ハ

イウェイのインターチェンジで「アーリント

ン（Arlington）」の標識が目に飛び込ん

できた。「（ふくだ。以下 F）アーリント

ンって、テキサス・レンジャースの球場

があるところでしょうか？」「（運転手。以

下、D）そうだよ。ヨッシャーを知ってい

るかい？」「(F) 知っていますよ。もしかし

て本日は試合がありますか？」「(D) ある

よ。確かシアトルとだ。」「(F) シアトル・

マリナーズ！何時からですか？チケットは取

れるのかな？」「(D)（友達の運転手に電

話して詳細確認）試合開始は 19：05か

ら。チケットは必ず取れるよ。ところで、

ヨッシャーってどういう意味だ？」と会話が

かなり盛り上がり、キンベル美術館見学の

後、急遽ボールパークに行くことになった。

「ヨッシャー」の意味を説明するのは苦労

したが、たぶん理解してもらえていない

だろう（笑）。夜は、イチロー、城島選手

（当時）の活躍するシアトル・マリナーズ

と、抑えると「ヨッシャー」と日本語で叫

んでいた大塚投手（当時）のいるテキサ

ス・レンジャースとの対決は本当に楽しま

せてもらった。

テキサス・レンジャースの本拠地、

Rangers Ballpark in Arlington は「The 

Ballpark」と呼ぶにふさわしいノスタルジッ

クな天然芝球場で 1994 年に完成した。

アメリカの球場はかつて球場使用の効率

性が重視され全天候型ドーム型球場が主

流であったが、近年は 15 年程は昔のよ

うに純粋に野球を楽しめる天然芝球場が

主流となった。この流れは日本にも届き、

2009 年に開場した広島カープの本拠地、

MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島は正

にボールパークである。

メジャーリーグは日本の野球とは色々な

点で違いがあるといわれるが、中でもホー

ムチームに対するエコ贔屓のすごさには驚

いた。例えば、グラウンドは変形してお

り、フェンスに当たったクッションボールが

どこに跳ねるか判断が難しい。ロッカー

ルームの大きさもホームとアウェイでは違

うそうだ。球場に来ている観客はほぼ 10

割がテキサスのファン。テキサスの攻撃

がチャンスを迎えて、シアトルの守備陣が

マウンドで作戦会議の時、電光掲示板に

「NOISE！」という表示が出るやいなや観

客は皆騒ぎたてて作戦会議の声を聞き取

れなくする、など。ファンも体を張ってチー

ムを応援する。全員とまではいかないが、

図 12のような少年は決して少なくない。

UC-win/Roadによる3次元VR（バーチャル・リアリティ）モデル
を作成したものです。
テキサス・フォートワースのカルチュラル・ディストリクトの中で

も、キンベル美術館にスポットをあて、アプローチから内観にいた

るまで詳細に表現。建物のヴォールト形状と緑豊かなアプローチ

をはじめ、彫刻庭園、水庭、前庭をモデル化しています。光をテー

マにした美術館らしく、テクスチャレンダリングの手法を用いて、

やわらかな影や質感を表現。水と戯れる子供たちや、光あふれる

中庭のカフェ、メインエントランスのほか、隣接する道路も表現し

ています。

■VR-Cloud™閲覧URL ： http://www.forum8.co.jp/topic/toshi-blog13.htm#city

「テキサス」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・テキサスby UC-win/Road

図12　テキサス・レンジャースのファン
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 福田知弘氏による 「都市と
建築のブログ」の好評連載の第15回。
毎回、福田氏がユーモアを交えて紹介す
る都市や建築。今回はマチュピチュの
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。

●マチュピチュへ
マチュピチュ（MachuPicchu）は嘗ての

インカ帝国遺跡。聖峰マチュピチュと聖峰

ワイナピチュとの尾根筋に存在した空中都

市（City in the sky）だ。標高は 2,280m。

いうまでもなく世界遺産。インカ帝国の首

都クスコから北西へ130km。クスコの近

隣エル・アルコ（El Arco）駅からビスタドー

ム列車で 3 時間 40 分。エル・アルコの

標高が3,678m（富士山頂程の高さ！）、マ

チュピチュの最寄り駅アグアス・カリエン

テス（Aguas Calientes）の標高が2,038m。

スイッチバックを繰り返しながら1,600m

以上下っていく。列車は、ウルバンバ川に

沿って進み、車窓からはアンデスの山々が

視界に飛び込んでくる（図１）。温泉の町ア

グアス・カリエンテスからはシャトルバス

でマチュピチュへ。標高差 400mもあるジ

グザグ道をひたすら登っていきながら入り

口へ。集合写真にはWorld16 のメンバー

も写っているゾ（図２）。

●マチュピチュを歩く
マチュピチュとは、その山の名前であり

「老いた峰」を意味するが、遺跡の元の名

は依然わかっていない。世界的にも美しい

といわれる石造建造物群は、1911年北米

探検家ハイラム・ビンガムにより発見され

た。100 年前だ。インカの人々はスペイン

人による征服から逃れるため、あるいは

復讐の作戦を練るために空中都市を作っ

た。マチュピチュは、スペイン人たちに一

度も攻撃されていないのだが、ある日イン

カは自らこの町を焼き、奥のジャングルへ

逃げていったと見られる。

マチュピチュと聞くと、見張り小屋から

の風景をイメージされるのではないだろう

か（図３）。見張り小屋は都市の最も高い

場所にある。

マチュピチュの総面積は約 5km2。農業

区域と居住区域に分かれる。建造物群の

南側にある農業区域は段々畑が山麓まで

広がる（図４）。このスケールの大きさには

本当に圧倒された。インカの人々は至る斜

面地に段々畑を作った。3mずつ上がる段々

畑が 40 段。ジャガイモ、トウモロコシ、

コカなど200 種類以上の作物を栽培した

といわれる。時折、段々畑でのんびり過ご

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

大阪大学大学院准教授   福田 知弘
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1971年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学大学院准教授、博士（工学）。環境設計情報学が
専門。高松市4町パティオデザイン、近江八幡市のまちづくり、台湾Next Gene20 など、国内外のプロジェ
クトに関わる。安藤忠雄建築展 2009水都大阪1/300 模型制作メンバー、NPO法人もうひとつの旅クラブ
副理事長、大阪旅めがねエリアクルー。「光都・こうべ」照明デザイン設計競技最優秀賞受賞。著書「VRプ
レゼンテーションと新しい街づくり」「はじめての環境デザイン学」など。ふくだぶろーぐは、http://d.hatena.
ne.jp/fukuda040416/（URLを変更しました）

図１　ビスタドーム列車

図4　農業区域の段々畑から居住区域をみる

図2　集合写真

図3　マチュピチュ全景

挑戦
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すリャマやアルパカの姿が（図 5）。

居住区域は、儀式的な特徴をもつ建物

や、太陽の神殿、王の宮殿、住居、墓な

ど（図 6）。通路や水路も巡らされた計画

都市である。中央広場は石造りと緑の調

和が美しい（図 7）。聖なる広場の北側に

はインティワタナのあるピラミッドがある。

インティワタナは日時計を意味する。イン

ティは太陽、ワタナはつなぎとめる場所の

こと。インカ族は、農期と関連した信仰

をもち、宗教と連動する天文学と土木工

学の知識を組み合わせた儀式を行ってい

た。インティワタナはこのために設計され

た場所である。

インカの人々は、カミソリの刃一枚も通

さない石組み技術をはじめとして、石を扱

う技術に長けていたといわれる。建物の

窓や入口などの形は長方形ではなく全て台

形（図 8）。石は様々なシンボルとしても使

われていた。コンドルの神殿は、居住地

区の東南部にあり、コンドルの頭を彫刻し

た岩が鎮座している。ここは神殿なのか

牢獄なのか。

●ワイナピチュ
見張り小屋からマチュピチュを見た時

に、背後にそびえる山はワイナピチュ（「若

い峰」の意味 )。軍事目的あるいは天文学

のための観測所。登り口で名前を書いて、

細くて険しい山道を上っていく（図 9）。同

じグループのメンバーは何人か脱落。40

分ほどかけて登頂してみると、なんと、ワ

イナピチュの頂上にもインカの建造物があ

る。ワイナピチュの標高は2,634m。マチュ

ピチュが2,280mだから350mほど登った

ことになる。条件が良ければ 6,000m 級

のアンデスの山並みを眺めることができる

そうだ。

ワイナピチュから見たマチュピチュ。翼

を広げたコンドルの形をしているといわれ

る（図10）。上空を見上げれば、コンドル

は飛んでいく。

●３次元計測技術による３次元モ
デリング
3 次元計測の技術開発と応用が測量分

野を中心に進んでいる。マチュピチュ遺跡

全域を3次元計測して、高精細なVR（バー

チャルリアリティ）コンテンツを作成する

という報道は記憶に新しい（注1）。これ

は巨大なデジタルアーカイブであり、世界

遺産の保全、日本からマチュピチュへの訪

問など実際のアクセスが困難である対象

を体験できることから、大変意義深い試

みである。

三次元計測に関連して。3DCGや VR

で景観面検討を行う場合には、計画・設

計対象と対象地周辺の現状（地形、地盤、

建築物、土木構造物等）を3次元モデル

化する必要がある。この現状の3次元モ

デルを3DCAD/CGソフトで高精度に作成

するには多大な工数と労力が必要である。

そのため、筆者の研究室では、3次元計

測技術を用いて現状の3次元モデル作成

を省力化できないか、と検討している。そ

の際、3次元計測技術で得られる点群だ

けでは図面化や各シミュレーション等の後

工程での再利用が限られるため、ポリゴ

ン化することが望ましい。しかしポリゴン

化の際には、ポリゴンの大量発生、端部

が良好に作成されないこと、部分的に欠

損が生じることなどの課題を含んでいる。

そのため、これらの課題を解決するソフト

ウェアの課題に取り組んでいる。尚、現状

の3次元モデル作成の省力化に向けては、

他のアプローチとして、AR（Augmented 

Reality）システムの開発も進めている。

このアプローチは、対象地周辺の現状に

ついては、3次元モデルを作成せずにビデ

図6　居住区域

図5　リャマ

図7　中央広場

図８　台形の入り口

図９　ワイナピチュ登山道

図10　ワイナピチュよりマチュピチュ
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オ等で取得される実写映像を使用しようと

いうものである。

●日本の空中都市
日本で空中都市といえば？一つ挙げる

ならば、竹田城ではないだろうか。竹田

城は兵庫県朝来市和田山町にあり、姫路

から播但線で約 1時間半。標高 353.7m

の古城山（虎臥山）の山頂に築かれた山

城で現在は石垣が残されている（図11、

12）。麓の町、竹田の標高は 99mなので、

比高は 254.7m。大阪のWTCやりんくう

ゲートタワービル程の高さである。尚、竹

田城は標高付近にある円山川の川霧によ

り雲海が発生すれば、より一層空中都市

らしくなる。秋から春にかけて、が見頃だ。

マチュピチュと同じ頃の建造なのが何しろ

興味深い。

●ペルーへの旅路
最後に、マチュピチュのあるペルーへは

長旅を覚悟して。私は、関空（KIX）から

ロス（LAX）経由でリマ（LIM）に入るの

が最短コースなので利用したが、行きはリ

マまで 20 時間。ロスで丁度折り返し地点

というイメージ。帰りはクスコ（CUZ）か

ら国内便でリマに行き、国際便に乗り換え、

ロス経由で関空へ。待ち合わせの時間が

長いこともあって、クスコからは何と41時

間・・・また、クスコは標高 3360m。高

山病には十分にご注意を。

「スパコンクラウド™ CGムービーサービス」では、POV-Rayにより作成し

た高精細な動画ファイルを提供します。今回の3Dデジタルシティ・マチュ

ピチュのレンダリングにも使用されており、スパコンの利用により高精細

な動画ファイルの提供が可能です。また、POV-Rayを利用しているため、

UC-win/Roadで出力後にスクリプトファイルをエディタ等で修正できます。

�

図12　竹田城（北千畳）

UC-win/Roadによる3次元VR（バーチャル・リアリティ）モデルを作成した
ものです。ペルーの世界遺産マチュピチュの、標高2000mを超える空中都市
の様子を再現。今回、スパコンCGレンダリングによる画像生成を行い、急峻

な高山の景観や山腹の霧を表現しました。地形データは、ASTER GDEM の

DEMデータから、CityDesignツールのImageToTerrain（Up＆Coming No.91

「サポートトピックス」掲載）によりXMLファイルに変換して読み込み、周辺

の山なみを生成。石造りの段々畑やインティワタナ、太陽の神殿、コンドルの

神殿、太陽の門などの遺跡のほか、尾根伝いの峰ワイナピチュ、山上に至るハ

イラムビンガムロードの一部を表現しています。

■VR-Cloud® 閲覧URL：http://www.forum8.co.jp/topic/toshi-blog13.htm#city

「マチュピチュ」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・マチュピチュby UC-win/Road

注1） 凸版印刷、TBSと共同で、世界初・マチュピチュ遺跡全域の三次元計測を活用したバーチャルリアリティ映像作品の制作を開始、 http://www.toppan.co.jp/news/newsrelease1291.html

図 11　竹田城（南千畳）
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 福田知弘氏による 「都市と建
築のブログ」の好評連載の第16回。毎
回、福田氏がユーモアを交えて紹介する
都市や建築。今回はクリチバの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。

●人間環境都市・クリチバ
人口180万人のブラジル・クリチバ

（Curitiba）市。サンパウロから西へ 400km

離れた、ブラジル南部パラナ州に位置する

州都。92年ブラジルで開催された地球サミッ

トで一躍有名となり、都市計画・交通政策・

環境政策において世界中の専門家から注目

を集める人間環境都市だ。

1971年、弱冠33歳のジャノメ・レルネル

（Jaime Lerner）氏が市長となり彼が中心と

なって、「人が主役のまちづくり」をコンセ

プトとしながら、経済的にも技術的にもク

リチバ市にとって無理のないプロジェクト、

市民が理解しやすいようなシンプルなプロ

ジェクトを継続的に実施してきた。レルネ

ル氏のスタンスとは、

- The city is not a problem, the city is a 
solution.
- 都市は人間のためにあるべきである。
-都市には金持ちも貧乏もいる。スラムは

必ずできる。それを阻害するのではなく、
如何に一緒に考えるかを行政が考えない
といけない。
-今よりもこれ以上悪くしない。鍼治療が
必要。

筆者は2006 年夏に訪問したが、まずク

リチバ空港に到着して驚いたことを2つ紹

介しよう。

1つ目は、到着ロビーの中央に、市のイ

ンフォメーションセンターがあって非常に

わかり易くデザインされた観光案内地図を

配っていること。市内に行くにはどうすれ

ば良いかという不安を真っ先に払拭してく

れた。

2つ目は、空港から市内へ頻繁にアクセ

スするシャトルバスの存在。タクシーであれ

ば市内までR$50～ 60（2,500 ～3,000円）

かかるところを、シャトルバスはR$6（300

円）という低価格で運行していた。それで

はプロジェクトを幾つか。

●花通りプロジェクト
都心の繁華街から車を追い出した通称花

通り（1972年）。クリチバの成功はここから

始まったといわれる。就任したてのレルネ

ル市長は、市内有数のメインストリートの

一区画を閉鎖して、わずか72時間で歩行

者専用道を整備（南米初）。車を閉め出され

た沿道の商店主は客足が遠のくことを心配

して大反対。しかし、市民が以前より花通

りに集まるようになり、商店街の売り上げも

向上したこともあって、次第に反対する者

は誰もいなくなったそう。土曜日の早朝に

歩いたが、子供達のお絵描きイベント、絵

画展、テレビ中継などが行われ賑やか（図

1）。夜景も中 （々図2）。

●密な道路計画と土地利用計画
クリチバの自動車数は 80万台。市民 2

人に1台の割合となるが、これは同規模の

都市と比べると30％も少ないのだそう。そ

の成果の基になる政策の一つがトライナ

リーシステム。

トライナリーシステムは、都市の発展方

向に幹線軸を5本整備し、それぞれの幹

線軸上には互いに並行する3本の道路を整

備。中央の道路は急行バス専用レーンを有

する道路、両側には郊外から都心へ流入す

る一方通行の道路と、都心から郊外へ流出

する一方通行の道路。この道路計画と土地

利用計画が密接かつ肌理細やかに設定され

ており、建物の高層化はこれら3本の道路

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

大阪大学大学院准教授   福田 知弘

����16
ブラジル：クリチバ：まちの主人公は人

1971年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学大学院准教授、博士（工学）。環境設計情報学
が専門。高松市4町パティオデザイン、近江八幡市のまちづくり、台湾Next Gene20 など、国内外のプロ
ジェクトに関わる。安藤忠雄建築展 2009水都大阪1/300 模型制作メンバー、NPO法人もうひとつの旅ク
ラブ副理事長、大阪旅めがねエリアクルー。「光都・こうべ」照明デザイン設計競技最優秀賞受賞。著書「VR
プレゼンテーションと新しい街づくり」「はじめての環境デザイン学」など。
ふくだぶろーぐは、http://d.hatena.ne.jp/fukuda040416/

図1,2　花通り朝景と夜景

図3　都市軸俯瞰

戦
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の内側だけに可能である。そのため、都市

の中心部に必要な機能を集約することがで

き、幹線軸上に都市の骨格を形成すること

ができる。高密度な土地利用がなされるた

め交通機関の利便性を高めることも可能。

まさにコンパクトシティ（図3）。

●バス輸送システム
都市の発展による交通問題解決のため、

クリチバでは、経済的・技術的な問題と短

期間での解決を目指し、地上にバスを走ら

せながら地下鉄のように運用する方法を考

案した。「クリチバ市民はどこに住んでいて

も500m歩けば 5分に1本以上の頻度で

来るバス停留所にアクセスできる」という

目標のもと、バス専用レーンを設置し、そ

こにボルボ社と共同開発した3連結の急行

バス（定員270人。図4）を走らせ、チュー

ブ型バスステーションを開発して乗降時間

を短縮させ（図5）、均一料金として市内ど

こにでもバスで自由に行き来ができるよう

にした。近年では、サトウキビを燃料にし

たバイオディーゼルの研究も行われている。

●55.0m2 ／市民
1971年以来、クリチバは積極的に緑化

を推進。市民一人あたりの緑地面積の変遷

を見ると、1971年 0.65m2 に対して1992

年 50.15m2、2002 年 55.0m2 と、わずか

30年間で55m2も増加。緑地面積を増や

すための戦略として、宅地造成や土地造成

に不向きなところ、河川敷などの氾濫源、

放置されている崖や石切り場跡など、不都

合なところをうまく利用して公園にしている

ことが挙げられる。図 6はその一つ、バリ

グイ公園。公園整備を進めると不法侵入が

増えるともいわれるが、公園整備に併せて

自転車道路を整備することで人の目が届く

ようにし、不法侵入者を住まわせないとい

う工夫も併せて実施。

●ゴミでないゴミプログラム
クリチバは環境政策にも

熱心。例えば再生可能な

ゴミの分別収集プログ

ラム。市民の意

識を改革する目

的で、扱い方を

工夫して、ゴミ問題では

なく自然資源の節約・自然保護への参加協

力を期待した環境教育として実施している。

ゴミ分別を、強制や押し付けではなく、な

ぜ分別するかをはっきりと理解させながら、

楽しくボランティア的なものとして考えてい

るそう（図7）。「分けなくては駄目」と言っ

たらおしまい。分けることによって人々が良

いことをしているという意識を持たせよう。

このような取り組みは大人になってからは

中々実行しづらいので、子供に積極的に教

えているそうだ。

この他、主にスラム街に住む人々を対象

としてゴミと食料を交換する「ゴミ買いプロ

グラム」や「緑の交換プログラム」「環境寺

子屋教育」「水を見ようプログラム」など、

幅広くトライ。

●再利用の精神
オスカー・ニーマイヤー博物館は、全て

新築とするのではなく、1960年代に建設さ

れたニーマイヤー設計の古い学校施設を再

利用。この施設と新しい目玉のようなフォル

ムの建物を地下道で結ぶことで、短期間で

事業費を抑えて完成したそうである（図8）。

こんな、再利用の建物がクリチバには多数

存在する。やはりレルネルさん。

●中村ひとしさん
クリチバ訪問時には、長年、クリチバの

環境都市づくりを推進してこられた中村ひ

としさんを訪ねた。といっても、中村さん

と連絡が通じてお会いできる事が決まった

のはクリチバに着いた翌朝。夕方にはクリ

チバを発つ。中々連絡が通じなかったのだ

が、これほど「会いたい」と思ったことも

珍しいかもしれない。御多用の中、非常に

親切に丁寧に案内をして下さり感謝している

（図9）。図4　3連結バス

図6　バリグイ公園

図5　チューブ型バスステーション 図7　分別収集の様子

図８　オスカー・ニーマイヤー博物館

図９　植物園で中村ひとしさんと

境政策にも

生可能な

プログ

問題では
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感動して帰国して早 、々学生にクリチバへ

行ってみないかと声をかけたところ、博士

前期課程の坂井健一君（現・パシフィックコ

ンサルタンツ㈱）が立候補。㈶安藤忠雄文

化財団から助成を受け10日間程滞在。報

告書の分厚さからして、非常に有益な研修

だったようだ（図10）。

中村さんはその後、度々日本に来られて

いる。来阪の折を見計らって、講演会や学

生とのワークショップを開いてくださった（図

11, 12）。話が本当に面白く、若者から多数

の質問が飛び出したことが忘れられない。

クリチバの環境都市づくりの詳細は、服

部圭郎著「人間都市クリチバ―環境・交通・

福祉・土地利用を統合したまちづくり（学芸

出版社）」詳しい。是非、ご一読を。

「スパコンクラウド® CGムービーサービス」では、POV-Rayにより作成し

た高精細な動画ファイルを提供します。今回の3Dデジタルシティ・クリチ

バのレンダリングにも使用されており、スパコンの利用により高精細な動

画ファイルの提供が可能です。また、POV-Rayを利用しているため、UC-

win/Roadで出力後にスクリプトファイルをエディタ等で修正できます。

�

UC-win/Roadによる3次元VR（バーチャル・リアリティ）モデルを作成
したものです。ブラジルの“人間環境都市”クリチバの景観を表現しまし
た。幹線の専用レーンを急行バスが走る交通流や道路中央のチューブ型

バスステーションを表現しています。街の中心のひとつ、ルイ・バルボサ

広場のチューブを連結したバス・ブースや各種のバスが集まるバスステー

ションをモデル化し、また、緑豊かな環境都市の象徴として、植物園と日

本広場のほか、カラフルな分別ゴミ箱も表現。植物園では独特な形状の温

室、人工的整形の植栽が幾何学模様を描くフランス式庭園をモデル化し

ました。日本庭園の景観はスパコンによるレンダリングを行っています。

■VR-Cloud® 閲覧URL：http://www.forum8.co.jp/topic/toshi-blog13.htm#city

「クリチバ」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・クリチバby UC-win/Road

図11,12　大阪大学での中村ひとしさん講演会とワークショップ

�

図10　坂井君と寺子屋の子供達
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 福田知弘氏による 「都市と
建築のブログ」の好評連載の第17回。
毎回、福田氏がユーモアを交えて紹介
する都市や建築。今回はちばらきの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。

●ちばらき
プライベートな話だが、毎年12月にな

ると、大学時代のクラスメートが集まる忘

年会を開催している。早くも15年以上継

続ちう。ここ10 年間の会場を順に並べる

と、福井（2002）-> 大阪（03）-> 阪大（04）

-> 大阪（05）-> 東京（06）-> 大阪（07）

-> 高松（08）-> 大阪（09）-> 大阪（10）

-> 東京千葉茨城（11）。開催地は、圧倒

的に大阪が多いのだが、クラスメートの居

住地であったり、クラスメートが設計やま

ちづくり活動に関わる地に行ってみたりす

る。参加者は毎年入れ替わりがあるものの、

クラスメートの 4分の1程度は参加。少

数だが様々な繋がりから先輩や後輩や友

人も参加してくれる。

忘年会といっても、単に夜に集まるだけ

ではちょっと勿体ないので、日中には観光

をしたり日頃の活動を紹介し合う情報交換

会を行っている。決まりがある訳ではない

のだが、なぜか、この会では舟に乗るこ

とが多い。例えば、高松（08）では高松

港から女木島へ、大阪（10）では大正港

から淀川へ。

そんなことで、2011年度は東京千葉茨

城を舞台に開催した。ジモティの森君が

幹事。千葉県と茨城県の県境まで足を伸

ばしたのは私自身初めて。関西からは心理

的にも遠い感じがしていた。行ってみて初

めて知った「ちばらき」という言葉。「福駄

洒落」の親戚とも呼べそうなこの名称は

どうやら、茨城県南東部と千葉県北東部

を一体的に呼ぶ地域の俗称なのだそうだ。

では、「ちばらき」を中心に。

●潮来
橋幸夫さん「♪潮来の伊太郎 ちょっと

見なれば ～」で有名な潮来。「いたこ」と

いう地名は聞いたことがあっても、それが

漢字で「潮来」だとは中々想像し難い。

潮来は茨城県所属。霞ヶ浦や北浦、常

陸利根川などに面しており、江戸時代に利

根川の水運で栄えた。現在も、嫁入り舟

が行われており、日常的に交通手段として

使われていた舟で嫁ぎ先へと向かう。6月

にはあやめ祭りも盛大に行われるそうだ。

さっそく、加藤洲十二橋めぐりへ（図1）。

潮来港からサッパ舟に乗り、常陸利根川を

渡る。12月ということもあってか、当日は

もの凄い強風だった。「荒れ狂う」とまで

はいかないが、白波が踊る常陸利根川を

200mほど横断しなければならない。横

断の最中は、筑波山をゆっくり眺める暇な

どなく、「横断を諦めても良いんですが～」

と思いつつ、舟に掴まっているのが精一杯

（図 2）。この、常陸利根川は県境でもあ

るのだが、千葉県への道のりは厳しいもの

であった。船頭のお母さん、最初は「全然、

大丈夫よ～」とおっしゃっていたが、途中

から真剣モード。対岸の閘門に着いた瞬

間、皆で安堵。

閘門で水位調節をして、いよいよ十二橋

めぐり。加藤洲は古くからの水郷。隣家と

の往復のため設けられた小さな橋が十二

あるところから「十二橋」の名が付けられ

た。思案橋、黄門橋、憩いの橋、偲ぶ橋、

金宝樹の橋、藤見の橋、見返り橋、水仙

橋、子育ての橋、想い出橋、十六夜橋、行々

子橋。サッパ舟はこれらの橋をゆっくりと

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

大阪大学大学院准教授   福田 知弘

����17
潮来と佐原：ちばらき

1971年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学大学院准教授、博士（工学）。環境設計情報学
が専門。高松市4町パティオデザイン、近江八幡市のまちづくり、台湾Next Gene20 など、国内外のプロ
ジェクトに関わる。安藤忠雄建築展 2009水都大阪1/300 模型制作メンバー、NPO法人もうひとつの旅ク
ラブ副理事長、大阪旅めがねエリアクルー。「光都・こうべ」照明デザイン設計競技最優秀賞受賞。著書「VR
プレゼンテーションと新しい街づくり」「はじめての環境デザイン学」など。
ふくだぶろーぐは、http://d.hatena.ne.jp/fukuda040416/

図3　十二橋めぐり図2　常陸利根川を渡る図1　潮来港とサッパ舟
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くぐっていく（図 3）。水路は狭くサッパ舟

がようやく行き交える程度。船頭さんの腕

の見せ所。

十二橋がある付近は沿川に住宅が並ん

でいるが、与田浦に向かう途中からパッ

と視界が開けた。見渡す限り水面と空だ

けが広がる（図 4）。

川に糸を垂れる釣り

人がチラホラ。先ほ

どの強風は止んで

ポカポカ陽気。気持

ちよかっぺ。

●佐原
佐原は千葉県所属。「さわら」と呼ぶ。

潮来と同様、利根川舟運で栄えた町。大

日本沿海輿地図を完成させた伊能忠敬ゆ

かりの地。以前は佐原市が存在したが、

平成の市町村合併で香取市となった。映画

「うなぎ」をはじめとして、映画、ドラマ、

CM等のロケ地となっている。

うなぎを食してから、伊能忠敬旧宅前の

さわら舟に乗り、小野川をゆらゆらと下る

（図 5）。小野川には船から荷を積み下ろし

するための階段状の船着き場「だし」が残

されており、往時を偲ばせている。関東

地方で初めて指定を受けた重要伝統的建

造物群保存地区の街並みは、木造町家建

築、蔵造りの店舗建築、洋風建築などか

ら構成されており、忠敬橋を中心に小野川

沿岸に 500m、香取街道沿いに数百mの

地区となる（図 6）。古い街並みは、夕日

に照らされ更にノスタルジックな光景へ。

川の駅「水の郷さわら」へ。ここは、道

の駅と川の駅の複合施設。「ちばらき」の

ポスターを発見したのはここ。眼前には坂

東太郎と呼ばれる利根川。利根川は、全

長 322kmで信濃川に次いで日本第 2位、

流域面積は約16,840km2 と日本最大。流

域面積の広さは何と四国の 90%以上を占

める大きさ。夕暮れ時、人懐こい白鳥が近

寄ってきた（図7）。

●東京
ちばらきを訪問する前日のこと。東京で

はお台場から浅草までクルージング。お台

場では、ものすごい雨とモーターショーに

向かう長蛇の列をすり抜けて何とか乗船。

お台場を抜けたころから、カモメがみるみ

る増えてきたので天気は回復しそうだ。隅

田川に入るといよいよ勝鬨橋。浅草に着い

て、お決まりの記念撮影をした後（図 8）、

ディナー・プレイスへ（図 9）。予約ができ

ないお店ゆえ先兵隊が開店に並ぶ。少し

早めに、15時から・・・。実は左手にはオー

プンを間近に控えた東京スカイツリーが。

何と、贅沢な待ち時間。ホント、たまには

こうやってノ～ンビリするのもいいですね！

図4　与田浦付近

図7　利根川 図９　ディナーを待つ先兵隊

図5　佐原のサッパ舟 図6　小野川沿いの重伝建地区

図８　浅草で記念写真！
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「スパコンクラウド® CGムービーサービス」では、

POV-Rayにより作成した高精細な動画ファイル

を提供します。今回の3Dデジタルシティ・ちば

らぎのレンダリングにも使用されており、スパコ

ンの利用により高精細な動画ファイルの提供が

可能です。また、POV-Rayを利用しているため、

UC-win/Roadで出力後にスクリプトファイルをエ

ディタ等で修正できます。

�

水郷の佐原・潮来と鹿島神宮をUC-win/Roadによ
る3次元VR（バーチャル・リアリティ）で表現。
佐原は小江戸と呼ばれる古い街並みを走る小野川
流域、橋梁と柳並木をくぐる「さわら舟」の行き来
を表現。潮来はあやめ（菖蒲）の咲き乱れる前川あ
やめ園、園内の太鼓橋などをモデル化している。鹿
島神宮は参道入り口から本殿、その奥の杉並木を表
現。参道入り口の大鳥居は残念ながら東日本大震
災により倒壊してしまったが、平成26年の再建を祈
りVRで再現した。

「ちばらき」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・ちばらきby UC-win/Road

�

■VR-Cloud® 閲覧URL：
　http://www.forum8.co.jp/product/ucwin/VC/VC-taiken.htm
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 福田知弘氏による 「都市と建
築のブログ」の好評連載の第18回。毎回、
福田氏がユーモアを交えて紹介する都市
や建築。今回は広州の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。

●CAADRIA2010 in 香港
1996年に始まったCAADRIA（Computer 

Aided Architectural Design Research In 

Asia）は、建築設計や都市計画の研究・教

育・実務を対象とした情報通信技術の応用

に関するアジア地域の学会。記念すべき第

1回（1996年）は香港大学にて開催された。

そして、2010年に再び香港で。ホストは香

港中文大学（図1）。

CAADRIAのような国際会議では、学会

終了後開催地を巡るツアーが用意されてい

ることが多い。Post Conference Tourなど

と呼ばれるもので，単なる物見遊山だけで

はなく、建築・都市＆ICTに興味津々のメ

ンバー達がワクワクする訪問先も企画され

ている。学会期間中は、皆発表の準備や学

会の運営に忙しく、ゆっくりと話す機会が

持てないものだが、このPost Conference 

Tourに参加すれば、リラックスした交流が

行える。友達になれば，それぞれの国に帰っ

てからもメールやSNS（Social Networking 

Service）で写真を交換し合ったりと交流は

続く。

●九龍
九龍（Kowloon）を歩こう。コテコテの

香港に出会える。例えば、車道にまで大き

く張り出した看板群は、道をふさぐほど（図

2）。香港は地下鉄が発達している。2～3

駅分歩いてみて、もし疲れたら地下鉄に乗

ればよい。

新填地街（Reclamation st.）は，香港に

ある青空マーケット。路上には衣料，果物、

花、乾物物を中心に露店が並ぶ。沿道の店

舗を眺めれば、肉屋さんでは、牛、鶏、豚

のあらゆる部位がぶら下がっていたり、据え

置かれていたり（図3）。魚屋さんでは、日

本では馴染みのない魚介類も。おでん屋さ

んは、街角で湯気をたっぷり立てて、通行

客の足を思わず止めてしまう。こうしたロー

カルマーケットを歩いて、つまみ食いするこ

とは本当に楽しい。

西九龍は新たに開発が進む地区（図4）。

一番奥の超高層ビルは、2010 年に完成し

た環球貿易広場（訪問時は建設中）。香港

では、香港島にある国際金融中心・第二期

（Two International Finance Centre）が高

さ415.8mと最も高いビルだったが、この、

環球貿易広場は484mであり、香港で現在

最も高いビルになった。

西九龍をしばらく歩くと天星埠頭につい

た。ここからスターフェリーに乗って香港島

へ渡ろう。香港島へは地下鉄も通じている

が、やはり海上から香港島へ近づきたい。

●世界三大夜景
函館、ナポリと並び世界三大夜景に挙げ

られる香港の夜景。ビクトリア・ピークから

の夜景が有名だが、スターフェリーで海上

から香港島へと近づく夜景も好きだ。

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

大阪大学大学院准教授   福田 知弘

����18
香港と広州：珠江デルタ             

1971年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学大学院准教授，博士（工学）。環境設計情報学が
専門。国内外のプロジェクトに関わる。CAADRIA（Computer Aided Architectural Design Research 
In Asia）学会 会長、日本建築学会 近畿支部常議員、NPO法人もうひとつの旅クラブ副理事長、大阪旅め
がねエリアクルー。「光都・こうべ」照明デザイン設計競技最優秀賞受賞。著書「VRプレゼンテーションと
新しい街づくり」「はじめての環境デザイン学」など。
ふくだぶろーぐは、http://d.hatena.ne.jp/fukuda040416/

図3　新填地街の肉屋さん

図2　張り出し看板群

図1　CAADRIA2010 図 4　西九龍地区
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九龍から香港島までの距離は1km強と，

関門海峡とほぼ同じ。スターフェリーで10

分程。その間、香港島の超高層建築物が

どんどん迫ってくる。中銀大廈や香港上海

銀行・香港本店ビルが正面に見える（図5）。

両者は、ビジネスでもライバルなら、建物・

そして夜景でも競い合っている。

●香港島
CAADRIA2010 Post Conference Tourで

の一風景（図6）。背後のトラム（路面電車）

を借り切って、香港島巡り。Can you find 

me?

トラムは、香港島の上環（Sheung Wan）

～中環（Central）～銅羅湾（Causeway 

Bay）を往復。2時間ほど走る。2階建のト

ラムは転倒しそうなほどスマートですが・・・

世界中で香港だけなのだそう。メンバーは

当然2階へ着席。トラムは，高さ367mも

ある中銀大廈やメガストラクチャーの香港

上海銀行・香港本店ビルの目の前を通る。

いきなり現れて皆サプライジング（図7）。

中環駅から坂をかなり上っていくと、蘭

桂坊（Lan Kwai Fong）。ここは各国のレス

トランやバーが集積した、欧米式のナイト

ライフが楽しめる地

区（図 8）。ストリー

トに面したお店は全

てオープンスタイルの

カフェやバー。メイン

ストリートから枝分か

れする細い路地にも、

レストランやバーが続

く。

●超高層マンション
香港といえば、超高層が林立している風

景も有名だ。オフィスビルのみならず、集

合住宅も超高層。例えば，この集合住宅（図

9）で約 40 階建て。高さ250mを越える

超高層もあるそうだ。平地が少なく建設用

地が限られている上に、人口が多いため、

不動産価格は高い。地元の方に聞くと、40

～50㎡が住戸の標準サイズで、そこに家族

5人程度が住んでいるそうだ。日本で普通

に見られる屋外型バルコニーは付いていな

いことが多い。

Post Conference Tourで訪問した、香港

房屋委員会展覧中心。2002年にオープン

したこの施設は、1950 年代からの香港の

住宅供給や住宅設備の変遷を、ビデオ、模

型（1/1000 都市模型の他、建築模型、イ

ンテリア模型）、住宅設備の実物を用いて

詳しく説明している。会場の目玉施設であ

る、1/1000 都市模型は香港の主要地域が

表現されており、香港全体を俯瞰すること

ができる。部屋の間取りを見ると、玄関を

入ってすぐ右に台所、すぐ左に水回りがあっ

たりと、現代日本の間取りとは少 異々なるこ

とがわかる（図10）。

●広州オペラハウス
広州では、2010 年のアジア大会を契機

に、珠江新城と呼ばれる新しい中心業務地

区の開発が進められている。地区には既に

何本もの高層ビルが建ち並び、都市軸の先

には、高さ600mの広州塔。一年中温暖

な広州の別名が「花城」と言われるように、

珠江新城にも、花木が咲き誇る花城広場が

整備されている。

この地区に、建築家・Zaha Hadidにより

デザインされた、宇宙船のような広州オペ

ラハウス（广州大 院、Guangzhou Opera 

House）が2011年 2月にオープン（図11

～12）。外観も内観も実に有機的なフォル

ム。昼景と夜景では表情がまるで違う。本

当に、よく実現したものだ。

柿落しには大勢の関係者が参加。Zaha 

図 5　海上からの香港夜景 図8　蘭桂坊

図6　2階建てトラムツアー

図7　トラムから中銀大廈を眺める

図10　集合住宅の内観模型

図9　超高層マンション
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Hadidはオペラハウスに到着するやいなや、

大勢のメディアに囲まれていた。翌日に行

われた彼女の講演では，広州オペラハウス

の設計・建設プロセスや最新のプロジェク

トに加えて、彼女が建築家として初めて有

名になった地、珠江デルタとの関わりにつ

いて紹介された。それは1983年に行なわ

れた国際建築コンペ「香港ピーク」のこと。

香港のビクトリア・ピーク山上を敷地とする

住居付き高級クラブを提案するものであり、

結果として当時無名であったザハ・ハディド

が、審査員・磯崎新により1等に推されて，

最優秀賞を獲得し、建築界を驚かせた、と

いう実話である。

「スパコンクラウド® CGムービーサービス」では、POV-Rayに

より作成した高精細な動画ファイルを提供します。今回の3Dデ

ジタルシティ・広州のレンダリングにも使用されており、スパコ

ンの利用により高精細な動画ファイルの提供が可能です。また、

POV-Rayを利用しているため、UC-win/Road で出力後にスク

リプトファイルをエディタ等で修正できます。

�

今回は中国広東省の中心都市である広州の中心部を表現。
天河区の西側には広州アジア大会の開催に合わせて再開発
された珠江地区が広がる。すぐ近くを流れる珠江と呼ばれ
る川の北側には広場を挟んで様々な施設があり、オペラハ
ウスや博物館・図書館のほか、300mを優に超える超高層
ビルが立ち並び、川の中央には広州アジア大会開会式場と
なった施設、川の南側には高さ600mの広州タワーがそびえ
る。広州は夜になると多彩な光の演出とも呼べるようなラ
イティングや照明でビルなどを照らし、また川にはイルミ
ネーションで光り輝く遊覧船が行き来する姿が見られる。

■VR-Cloud® 閲覧URL：

　http://www.forum8.co.jp/topic/toshi-blog13.htm#city

「広州」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・広州by UC-win/Road

�

図11,12　广州大 院（Guangzhou Opera House）
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 福田知弘氏による「都市と
建築のブログ」の好評連載の第19回。
毎回、福田氏がユーモアを交えて紹介す
る都市や建築。今回はニューカッスルの
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。

●オーストラリアのニューカッスル
今回は、2008年11月にANZAScA2008

学会、2011年4月にCAADRIA2011学会出

席のため、2度訪問したことのあるオースト

ラリアのニューカッスルをご紹介。ニュー

カッスルは、シドニーの北方約160kmに

ある地方都市。オーストラリアの石炭輸出

港を担う港町で、人口14.8万人。ワイン産

地で有名なハンターバレーも近い。ニュー

カッスル（New Castle）という都市は、文

字通り「新しい城」という意味。オーストラ

リアの他、イギリス、アメリカ合衆国、南ア

フリカ共和国の4カ国にあるそうだ。

ニューカッスルへのアクセスは、シド

ニーから鉄道でニューカッスル駅へ（2008

年に利用、図１）、または、ゴールドコー

ストなどから国内線でニューカッスル空

港へ（2011年に利用）。後者の場合、空

港から市内までは約25km。8人乗りの乗

合タクシーは、乗客の自宅やホテルまで

Door2Doorで運んでくれる。乗車したタク

シーは地元のおばさま方との相席となり、

ニューカッスル市内を1時間程ドライブする

ことになった。iPhoneのGPS機能で現在

位置を確認しながら乗っていると結構遠く

までやってきた感じ。

●近代建築で国際会議
ANZAScA2008、CAADRIA2011いずれ

の学会も会場となった、ニューカッスル市

庁舎（図２）。1920年代に完成。古い建物

での国際会議はやはり趣がある。セッショ

ン会場では、巨大な洋画の手前にスクリー

ンを置いてプレゼンテーション。前面に緑

の広がるバルコニーでコーヒーブレイク。

●岬と港
ニューカッスルは岬のある港湾都市。

CAADRIA2011 Conference Dinner会場

となった、Fort ScratchleyからMacquarie 

Pierという岬を見る（図３）。岬を挟んで

左側がニューカッスル港、右側がタスマン

海。洋上には巨大なタンカーが沢山停泊し

ている。これらの黒い塊をはじめて見た時

は、「何やこれ？」とドキッとしたが、よく見

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

大阪大学大学院准教授   福田 知弘

����19
ニューカッスル：地方都市の楽しみ方             

1971年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学大学院准教授、博士（工学）。環境設計情報学が
専門。国内外のプロジェクトに関わる。CAADRIA（Computer Aided Architectural Design Research 
In Asia）学会 会長、日本建築学会 近畿支部常議員、NPO法人もうひとつの旅クラブ副理事長、大阪旅め
がねエリアクルー。「光都・こうべ」照明デザイン設計競技最優秀賞受賞。著書「VRプレゼンテーションと
新しい街づくり」「はじめての環境デザイン学」など。
ふくだぶろーぐは、http://d.hatena.ne.jp/fukuda040416/

図3　Fort Scratchleyから岬を眺める

図2　CAADRIA2011集合写真図1　ニューカッスル駅 図4　海沿いのプールと洋上のタンカー
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ると入港の順番を待っている模様。

ビーチは幾つかあるが、表情がそれぞれ

違っており、人々はお好みで、スイミング、

サーフィン、ビーチバレー、釣りと思い思い

に楽しんでいる。海のすぐそばにはプール

も設けられており、プールと海とが一体化

した景観。11月末は南半球では初夏なの

で、夕方になってもクロール、クロール（図

４）。

ニューカッスル港からハンター川沿い

には，古いレンガ工場をリノベーションし

た古くて新しい施設が並ぶ。レストラン

やジムなどは人気が高いらしい。中でも

「Scratchleys」は川の上に張り出したレス

トラン。シーフードが名物（図５）。ボリュー

ムたっぷりで、味も申し分ないし、シドニー

ほど高くない。

●Darby Street
Newcastleの目抜き通り、Darby Street

（ダービー・ストリート）。目抜き通りと

いってもそれほど大きなものではなく、日

本の地方都市の中心部にもみられる規模。

歩道に面したカフェのしつらえが何ともう

まい。店への敷居が低くなるように、歩道

沿いにカウンターを設けたりしてある（図

６）。ついつい、店に立ち寄って、フラット・

ホワイト（Flat White）を飲む。これまた美

味い。

歩道を計測してみると、全幅は3.5m弱、

パラソルセットを除く通路幅は1.5m程（図

７）。これからはリノベーションの時代。日

本のメインストリートでも、こんな風に建

物と歩道とが一体感のあるデザインがもっ

と増えるといいですね。

ストリートを歩いていると、A Cooks 

Hill HandbookというDarby Streetも含ま

れる、Cooks Hill地区の地域密着型フリー

ペーパーを見つけた（図８）。コラージュも

あって、中々オシャレなデザイン。お店だけ

でなく、地域の歴史やコミュニティ

の紹介もある。年に2回発行と

のこと。

●さぁ、まち歩き
Darby Streetから半

島を岬方面へ歩こう。丘

を上ると、ハンター川そし

てニューカッスル港が眼下

に広がってくる。丘に上りなが

ら徐々に晴れてくる風景がワクワクさせて

くれる。ハンター川へダウンヒルする小径

の向こうには、小型ボートに引っ張られて

タンカーが港を出ていく様子が見えた（図

９）。

地元の生活スタイルを垣間見るには、住

宅も気になるところ。まち歩きの途中で、

中古アパートのオープンハウスをしていた

ので、ちょっと見学。雨宿りにももってこ

い。生活文化の微妙な違いは本当に面白

い。例えば靴を脱ぐ場所。日本のアパート

メント（マンション）では玄関扉から中に

入った専有部分で靴を脱ぐが、以前訪問

した台湾のアパートメントでは玄関扉の手

前の廊下で靴を脱いだ。ニューカッスルで

訪問したアパートメントは、玄関に上り框

がなく、土間と廊下の境界がわからなかっ

た。正に「どこではきものをぬいでくださ

い？」の世界。よく見ると、室内に少し入っ

たところに靴箱が置いてあったので、そこ

で靴を脱いだ。オープンハウスで

見学したアパートメントの広

さは110m2と日本では広

い部類に入るが、不動産

屋さんに聞けば2人向け

の仕様とのこと。業務

地にもビーチにも近い立

地もあってか、お値段は

中々。

喉が渇いたので、地元のスー

パーへ。日本でもお馴染みの野菜や果

物が機能的に並ぶ。生産国の表示もしっ

かり。許可を頂いて撮影させて頂いた（図

10）。

丘を再び上り、Fort Scratchleyまでやっ

て来る。丁度、Tunnel Toursというガイドツ

アーが行われていた。丘陵地に立ち並ぶ立

体的な街並みを一望しながら、辿ってきた

ルートを確かめてくると、かなりの丘をアッ

プダウンしてきたようだ（図１１）。景色が

図5　シーフード

図8　A Cooks Hill Handbook図 6　Darby Streetにあるカフェ

図7　Darby Street 歩道景

図 10　地元のスーパー

図9　ハンター川のタンカー
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小刻みに変わり、半島の両側の海の表情も

味わえて、何より潮風が気持ちいい。

●地方都市の楽しみ方
「これ！」というわかりやすい目玉が無

くて、観光客がわざわざ行かないような地

方都市の楽しみ方。しっかり歩いてじっく

り眺めてみるとその都市を深く知ることが

できるし、こぢんまりとした地方都市ほど

人々の日常に短時間で出会える気がしてい

る。人々が長い間住み続けているのはそれ

なりの理由がある。地の人、地のモノ、地の

情報との出会い。その都市を訪れて初めて

味わうことが多ければ多いほど「行って良

かった！また行きたい！！」と思えるのかも

しれない。

「スパコンクラウド® CGムービーサービス」では、POV-Rayにより作成し

た高精細な動画ファイルを提供します。今回の3Dデジタルシティ・ニューカッ

スルのレンダリングにも使用されており、スパコンの利用により高精細な動

画ファイルの提供が可能です。また、POV-Rayを利用しているため、UC-

win/Roadで出力後にスクリプトファイルをエディタ等で修正できます。

�

今回はオーストラリアのニューカッスル（New Castle）石

炭輸出港を担う港町の様子を再現。象徴的な岬、Nobbys 

Headlandからさらに続く防波堤の突端までランニングする

市民のキャラクタを作成。シドニーから出るNorthern Lineの

終着駅ニューカッスル駅の列車や、港で停泊する多くの巨大

タンカーが行き交う様子を表現しました。駅から程近いハー

バーでは、港を一望できるQueen's Wharf Tower周辺はカ

フェや賑わう人 を々歩行者の群集移動で設定。また、オースト

ラリアの海底をPov-Rayで地面のみの霧を発生させ、深海の

奥方向の青味を再現し、カメラに被写界深度を設定すること

により水中のボヤケを再現したレンダリングを試みました。

■VR-Cloud® 閲覧URL：http://www.forum8.co.jp/topic/toshi-

blog19.htm#city

「ニューカッスル」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・ニューカッスルby UC-win/Road

�

図11　立体的な街並み
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大阪大学大学院准教授   福田 知弘
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チェンナイ：南インド
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●昔はマドラス、今はチェンナイ。
CAADRIA2012の開催地、チェンナイ。

かつてイギリス東インド会社の拠点として

栄え、1996年までマドラスと呼ばれてい

た、南インド最大の都市。タミル・ナドゥ州

の州都。かつての統治国イギリスの影響が

色濃く残る一方で、古くから南インドのタ

ミル・ヒンズー文化の中心地でもある。訪

問したのは4月下旬だが、現地は、最高気

温37℃，最低気温27℃、平均湿度76%。

関空からシンガポール・チャンギ空港に

着く。ここからチェンナイ行の飛行機に乗

換えるが、インド人と聞いて想像するよう

なターバンを頭に巻いた人たちは見当たら

ない。以前、デリー行きの飛行機に乗り込

んだ時には、ほぼ全員がターバンを巻いて

おられ「これぞ、インド行の飛行機」という

感じがしたのだが。調べてみると、シク教

徒の男性がターバンを着用するそうで、彼

らは北インドに多いそうだ。

チェンナイ空港からホテルへ向かう（図1）。

交通手段は、バス、タクシーに加え、オート

リクシャー、サイクルリクシャーなど様々。

道中は20kmあるのでタクシーを利用し

たが、以前のデリー（都市と建築のブログ

No.4）より、かなり安心ドライブ。まず、タ

クシーにはサイドミラーがきちんと付いて

いる。デリーのタクシーは、サイドミラーが

付いていなかった。前も後ろも右も左も車

間距離が狭いのはデリーと余り変わらな

いのだが、サイドミラーの分だけちょっと

安心。乗車の際にエアコンをONにするか

OFFにするか、事前に料金の説明があった

こともデリーとは違う。ただ、車道上には

ウシ、ゾウ、イヌ、ニワトリなど多様な動物

が悠 と々横断しているので出会う度にヒヤ

ヒヤするのはデリーと同じ。

●CAADRIA2012
ホテルからCAADRIA2012学会会場

へ。バスは朝8時にホテル出発と聞いてロ

ビーに全員集合したものの8時24分になっ

ても現れず。会場に着くとオープニングセ

レモニーは45分遅れて開始（図2）。ティー

ブレイクでは、ティーが中々到着せず、

ティーブレイク時間の終了間際にようやく

ティーが到着。皆さんお待ちかねなので自

然と延長戦に入る。初日は、インドモード

にシフトチェンジしきれておらず、定刻を

気にしてしまう。ホスト大学のHindustan 

Universityはチェンナイ郊外に位置する私

立大学。キャンパスでは、牛やニワトリたち

が、学生たちに交じって

歩いていた。

小生の論文発

表は2つ。一つ

目の発表は、ス

マートフォンによ

る景観ARシミュ

レータについて。

そして二つ目の発表は、クラウド型VRを

用いた同期分散型会議の可能性につ

いて（図3）。プレゼンでは、チェン

ナイ－大阪間をSkypeとcloudVRを

使用して同期分散型会議デモを実

施。不安定なネット環境でWiFi接続

に苦労したが、接続状況を聴衆に見て

 福田知弘氏による「都市と
建築のブログ」の好評連載の第20回。
毎回、福田氏がユーモアを交えて紹介す
る都市や建築。今回は南インド チェン
ナイの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。

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

図3　CAADRIA2012論文発表風景図1　チェンナイ空港からの道程 図2　CAADRIA2012
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もらえて良かった。今年のCAADRIA2013 

@ 国立シンガポール大学では、この、クラ

ウドVRを用いた同期分散型会議システム

を更に拡張した内容を発表する。

2日目の夜はConference Dinner。これ

がホスト大学の腕の見せ所。CAADRIAに

初参加したメンバーはConference Dinner

を通じて仲間と打ち解け、翌年も参加しよ

うと思えてくるアットホームな雰囲気。そ

のため、ホストはCAADRIAに参加しなけ

れば体験できないようなイベントを入念に

準備される。今年は特に素晴らしかった。

Dinnerの前座として、まず、Hindustan-U

の建築学科の学生自らが企画したダンス

ショー。その後、ファッション学科の学生

がファッションショー（図4）。プロと見間

違うほどのレベルの高さに本当に驚いた！

●チェンナイ市内
CAADRIA2012学会のPost Conference 

Tourに参加。ツアーはCAADRIA2012のホ

ストとゲストがオフタイムに打ち解ける貴

重な機会。Hindustan-Uの学生さんは本当

に親切でノリの良いメンバー達。学会が終

わってからもフェイスブックを中心に交流

は続いている。セント・ジョージ砦は東イン

ド会社により1640年ごろに築かれた星形

の要塞。現代のチェンナイはここを中心と

して発展した。花壇では現地の人々が作業

中（図5）。駐車場の脇では男の子たちがク

リケットをしていた。カパーレシュワラ寺

院はチェンナイ最大の寺院。高さ40m近い

ゴープラム（塔門）には繊細な彫刻多数。

寺院の外で靴を預けて裸足になり、中庭は

自由に見て回れるが、本堂はヒンドゥー教

徒しか入れない（図6）。マリーナ・ビーチは

ベンガル湾に面した長大なビーチ（図7）。

日中は、漁師たちが木舟や漁具の手入れ、

陸揚げした魚介類を産地販売していた。

●マハーバリプラム
マハーバリプラム（Mahabalipuram）は

チェンナイの南約60kmに位置する町。6世

紀以降、パッラヴァ朝の港湾都市として栄

えた。ここに点在する建造物群は7世紀頃

に建てられたものであり、世界遺産に登録

されている。岩の塊から彫出した岩石寺院

（ラタ、図8）は、パンチャ・ラタ（五つの山

車の意味）の他、ゾウやウシをかたどった

彫像が点在するが、ナントこれらは一つの

巨大な岩から掘り出した彫刻。建造物の占

める面積からすれば、巨大な石からかなり

の年月をかけて掘り出したと思われる。海

岸寺院（図9）は切石を積んで建立した石

造寺院。元々は7つの寺院があったが、現

存する2つ以外 は海に沈んで

しまったそう

だ。ヒンズー

の寺院とき

くと派手

な色遣い

の 建 物

を想像す

るが海岸

図4　Conference Dinner でのショー

図7　マリーナ・ビーチ

図5　セント・ジョージ砦で作業中の人々

図9　海岸寺院

図8　パンチャ・ラタ

図6　カパーレシュワラ寺院
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寺院はそうではなく素朴な感じ。回廊の中

にいると涼しい海風が舞い込み気持ちが

良い。

●ポンデシェリとオーロビル
ポンデシェリ（Pondicherry）は、英領

インドの時代にフランス領だった都市。整

然とした街並みは他のインドの都市とは

違う。海岸沿いには洒落たカフェあり（図

10）。オーロビル（Auroville）は、ポンデ

シェリから約12km。経済的、文化的、環境

的に自立した持続可能なシステムを創造

することを目指している実験型エコビレッ

ジ。ポンデシェリにアシュラムを開いた哲

学者オーロビンドとフランス人のマザーと

呼ばれる女性の提唱で1968年に設立され

た。現在は、欧米からの移住者を主とした

約1800人が生活する。オーロビルの面積

は20km2。マトリマンディル（図11）を中心

として直径約3kmに都市エリアが広がり、

その外縁部に緑地帯が広がる。施設や構

造物はマトリマンディルを中心にらせん状

に平面配置されている。マトリマンディル

の金色の球形は直径36m、高さ29mもあ

る。エコビレッジの運営は必ずしも理想通

りには進んでいないと聞くが、実際に足を

運んでみる価値あり。

「スパコンクラウド® CGムービーサービス」では、POV-Rayにより作成し

た高精細な動画ファイルを提供します。今回の3Dデジタルシティ・ニューカッ

スルのレンダリングにも使用されており、スパコンの利用により高精細な動

画ファイルの提供が可能です。また、POV-Rayを利用しているため、UC-

win/Roadで出力後にスクリプトファイルをエディタ等で修正できます。

■スパコンクラウド ®詳細>>http://www.forum8.co.jp/product/
supercom.htm

今回は南インドのチェンナイ（Chennai）にあるヒンズー教寺

院であるカパーレシュワラ寺院（Kapaleeshwarar Temple）を

再現。寺院の向かいにある池からの景観は、池の中央にある

祠と水面に映る様子の落ち着いた雰囲気を、VRで表現しまし

た。その他にはインド各地の都市と結ばれている地域最大の

終着駅チェンナイ中央駅や、海のそばの古代遺跡マハーバリ

プラム（Mahabalipuram）、イギリスを宗主国としたインドの中

で珍しい旧フランス領のポンデシェリ（Pondicherry）にある

ガンジーの彫像、そして持続可能都市オーロビル（Auroville）

の景観など、南インドのみどころを紹介するデータとなってい

ます。

■VR-Cloud® 閲覧URL：http://www.forum8.co.jp/topic/toshi-

blog20.htm#city

「チェンナイ」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・南インド チェンナイ by UC-win/Road

®

図10　ポンデシェリのカフェ 図11　オーロビル

“Source: WorldView-2 Satellite Imagery (0.5m resolution) ; Image acquired: September’ 2012”
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沙弥島

瀬戸内国際芸術祭
2013へ
　瀬戸内海は1府10県が海岸線を共有
する海域で、東西に450km、南北に15
～55kmにも及ぶ。4月、瀬戸内国際芸
術際2013が開催されている香川県沖
の島々を、もうひとつの旅クラブのメン
バーと訪問した。もうひとつの旅クラブ
は、大阪府各地域の魅力を旅人の目線
で発見し、「ご来光カフェ」「大阪まち
遊学」の企画実施、「北浜テラス」「大
阪旅めがね」への運営協力など、まち
歩きやイベントを通して大阪の魅力を
伝える活動を実施している。
　さて、瀬戸内海の島々には、伝統的
な文化や美しい自然が残されている。

一方で、過疎化や高齢化により活力を
失いつつある。瀬戸内国際芸術際は、
その開催を通じて、島の住人と世界
中からの来訪者とが交流し、島々の活
力を取り戻し、地球上のすべての地域
の「希望の海」となることを目指してい
る。

沙弥島
　沙弥島（しゃみじま）は、瀬戸大橋で
四国に渡るとすぐに出会える島。「島」
と名前が付いているが、実は、埋め立
てにより四国本土と陸続き。ゆっくり歩
いても1時間ほどで回れてしまう小さな
島だが、万葉ゆかりの地であり、遺跡
や歌碑が多く残る。東山魁夷せとうち
美術館のカフェは、東山画伯の叔父が

生まれた櫃石島を望むように設計され
ており、ここから眺める景色は、まさに
一枚の風景画のよう。
　小生は瀬戸芸初参加。アート作品に
は、絵画・造形・映像・家具・建築だ
けではなく、その土地ならではの料理
も登録されていることに驚いた。例え
ば、沙弥島では、島スープが大人気。
島スープが販売されている建物の屋上
に上がってみると、旅クラブ・泉さんの
まちづくり仲間と偶然の出会い！今回
のツアーは、サプライズな人めぐりツア
ーになりそうな予感がした。
　不思議なもので、アートを見ると、
我々参加者もアートを創ってみたくな
るもの。題して、「瀬戸大橋をカッポす
るノッポさん」。ターニャ・プレミンガー
「階層・地層・層」の頂上でジャンプし

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

 福田知弘氏による「都市と建
築のブログ」の好評連載の第21回。毎回、
福田氏がユーモアを交えて紹介する都市
や建築。今回は瀬戸内の島々の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。

大阪大学大学院准教授   福田 知弘

Vol.21
瀬戸内の島々：国際芸術祭

　1971年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学大学院准教
授、博士（工学）。環境設計情報学が専門。国内外のプロジェクトに関
わる。CAADRIA（Computer Aided Architectural Design Research 
In Asia）学会 会長、日本建築学会 近畿支部常議員、NPO法人もうひ
とつの旅クラブ副理事長、大阪旅めがねエリアクルー。「光都・こうべ」
照明デザイン設計競技最優秀賞受賞。著書「VRプレゼンテーションと
新しい街づくり」「はじめての環境デザイン学」など。
ふくだぶろーぐは、http://d.hatena.ne.jp/fukuda040416/
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女木島
男木島 小豆島

た羽田さんをタイミングよく撮影（写真
１）。瀬戸大橋を闊歩しているみたいで
しょ。そしてこの丘を上っていると、今
夜宿泊させて頂く女木島の川井さんと
偶然の出会い！
　その後、坂出、高松の市内をまち歩
きして、いよいよ女木島へ！

女木島
　女木島（めぎしま）は、高松市の沖合
い4kmにある島。フェリー「めおん」に
乗って20分。女木港に近づくと、「オー
テ」で囲まれた集落が目に入る。オーテ
は冬の強い潮風から家を守るために築
かれた石垣。
　女木島は、釣りバカ日誌の第1回ロ
ケ地、そして、女木島が桃太郎鬼ヶ島

伝説の島と呼ばれるようになった大洞
窟が有名。鬼は、洞窟の中に限らず、島
のあちこちにいるゾ（写真２）。2010年
に開催された瀬戸芸（第1回）では、人
口200人の女木島に約10万人が訪れ、
その後も島を訪れる若者や移住希望
者が増えているそうだ。
　旅クラブ一行は、女木島で一泊。宿
は龍宮。大将の川井さんは、女木島の
観光振興にご尽力されている。翌朝、
川井さんとアートめぐり（写真３）。丁
度、女木島の住民さんが天ぷらバザー
を企画されていた。休校中の小学校で
おばさん達が揚げた天ぷらを、おじさ
ん達がバザー会場へ運んでくる（写真
４）。女木島特産の南京豆の揚げたて
天ぷらは最高！
　さあ、次はフェリーに乗って男木島

（おぎじま）へ！とフェリーの到着を待
っていたら、女木島に到着したフェリー
からお笑いタレントが降りてきた。テレ
ビの取材だそう。サプライズな人めぐり
ツアーはまだまだ続きそう。

男木島
　男木島（おぎしま）は、女木島の隣
に位置する。男木島灯台は総御影石造
りであり、土木学会で選奨土木遺産に
登録されている。島は、坂道や石段が
多く階段状に集落が発達している（写
真５）。
　細い坂道を上り休校中の男木小中
学校へ。学校内部には数々のアート。
中でも、肉体塾と題された教室には無
数に張り巡らされたヒモの中央に卓球

１　瀬戸大橋をカッポするノッポさん ２　鬼ヶ島大洞窟の鬼

３　鷲ヶ峰展望台で川井さん（前列右）と

４　女木島天ぷらバザー



Up&Coming101 号 都市と建築のブログ40

台が（写真６）。こんな卓球は生まれて
このかた初めて。学校を出ると、路地
沿いのアートやカフェを覗きながら、
オンバ・ファクトリー＆カフェへ（写真
７）。オンバ・ファクトリー＆カフェで
は、おしゃれなオンバを作
り地域に提供されてい
るとのこと。オンバと
は、おばあちゃんが
買い物や日常生活
で使う手押し車（写
真８）。「おばあちゃ
んのベンツ」とかいわ
れるものかな。カフェから
は眼下に集落の家並み、そして
瀬戸内海が。心地よいひと時。

　くねくねと折れ曲がる細い路地、
石積みの風景、店の入り口から眼下に
海を眺める風景、時折現れるネコた
ち、、、男木島を歩くと、なんだかサント
リーニ島のようにも思えてきた。

　さあ、次はフェリーに乗
って高松経由で小豆島
へ！と船着き場へ行
ったが、フェリーが
来ない。どうやら、
時刻表を見間違え
ていたようだ。これ
は、ちょっとしたハプニ

ング。小豆島に辿りつける
のか？メンバーで模索した結果、

水上タクシーで小豆島へ行くことに。
　どんな水上タクシーがやってくるの
だろう？実は、ひなびた漁船をイメージ
していたが、やってきたのはカッコいい
クルーザー。風もなく、当初考えていた
高松港経由の航路よりも短時間で、気
持ち良い40分ほどのクルージング（写
真９）。おススメです！

小豆島
　20数年ぶりに訪問した小豆島（しょ
うどしま）は、その素敵な変化にただた
だ感嘆。小豆島では、醤油ソムリエール
のケリーちゃんこと黒島さんに案内し
て頂いた。題して、小豆島人めぐりツア
ー。
　馬木地区。真光寺下の空き地では、
ウマキキャンプの上棟式がはじまって
いた（写真１０）。企画・設計は、dot 
architectsの皆さん。夏に完成予定の
建物には、小豆島の住人も来島者も自
由に使用することができるキッチンやス
タジオなどがはいるそう。ここで、ウマ

６　男木島卓球選手権
10　ウマキキャンプ上棟式

９　水上タクシーで小豆島へ

７　オンバ・ファクトリー＆カフェ

５　男木交流館と男木の集落

８　オンバを押す
おばあちゃん
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キキャンプに参加されている構造家・
満田さんと偶然の再会。
　醤の郷（ひしおのさと）。文字通り、
醤油を作る工場や蔵が点在する地区
（写真１１）。日本三大そうめんのひ
とつ、小豆島そうめんを食した後、ヤ
マロク醤油さんの醤油蔵を見学（写
真１２）。そこで、五代目・山本さんに
熱い話を伺った。蔵の中には、直径
2m30cm、高さ2mほどの木桶が数多
く置かれ、蔵の中の樽・壁・柱が菌で
何層にも覆われている。醤油をはじめ
とする美味しい発酵調味料を造る微生
物たちは、タンクにはほとんどおらず、
このような木桶には多く住みつくことが
できるそうだ。つまり「木桶は最高の醸
造容器」。しかし、木桶による醸造は

既にかなり少なくなっており、さらに木
桶を作れる桶屋さんは国内で一
社のみ。本物の醤油を
未来の世代に残す
べく、山本さんは
精力的に活動さ
れている。
　立花さん経営
のデリカフェ・こ
まめ食堂でしぼり
たて八朔ジュースを頂
く（写真１３）。そして、棚田
を下りて台湾・王文志さん作「小豆島
の光」へ（写真１４）。中に入ると、竹で
編まれた空間の頂部は、ローマ・パンテ
オンのようにぽっこり穴が開いている。
思い思いに寝転がって、天空から光が
射し込む様子を楽しんだ。
　いよいよ島を離れる。小豆島・坂手
港からフェリーで神戸港へ。夕焼けが
本当に綺麗だ（写真１５）。♪瀬戸は日
暮れて 夕波小波～と、思わず口ずさん
でしまう。夕日はそのうち水平線へ沈
み、フェリーは明石海峡大橋をくぐって
神戸港へ向かう。船内は瀬戸芸の観
光客・関係者で一杯。
あちこちでガヤガヤ
と反省会。神戸港到
着間近のアナウンス
が流れたので、甲板
に出てみると、六甲
の山並みを背景とし

て100万都市のビル群
が迫ってくる。船上から
港町を眺めると、ああ、
関西に帰ってきたな～、

という気分。ただ、醤油の感
動が消えることはなく、お豆腐を購

入して帰宅。冷奴に鶴醤で頂いた。美
味。
　思い出に残る旅とは、旅先で出会う
風景やアートや食事も大切な要素だけ
れど、旅先で出会う人や旅を共にする
メンバーがもっと大切で、それに偶然
やサプライズが重なれば尚更面白い！
と改めて再認識した今回の瀬戸芸ツア
ー。瀬戸内国際芸術祭2013は、夏は7
月20日から9月1日、秋は10月5日から
11月4日に開催。できれば、
また、瀬戸内の島に行き
たい。

11　醤の郷・馬木散策路

【参考文献】
・ROOTS BOOKS「瀬戸の島あるき：地図で旅する香川沖26島」西日本出版社
・瀬戸内国際芸術祭2013　http://setouchi-artfest.jp/

12　醤油蔵

ち水平線 沈
峡大橋をくぐって
は瀬戸芸の観

また、瀬戸内の島に行き
たい。

島あるき：地図で旅する香川沖26島」西日本出版社
http://setouchi-artfest.jp/

15　瀬戸内夕景

14　小豆島の光と棚田

13　こまめ食堂にて
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「スパコンクラウド® CGムービーサービス」では、POV-Rayにより作成した高精細な動画ファイルを提供します。今回の3Dデジタルシ
ティ・瀬戸内の島々のレンダリングにも使用されており、スパコンの利用により高精細な動画ファイルの提供が可能です。また、POV-
Rayを利用しているため、UC-win/Roadで出力後にスクリプトファイルをエディタ等で修正できます。

■スパコンクラウド ®詳細>>http://www.forum8.co.jp/product/
supercom.htm

今回は日本の瀬戸内海に浮かぶ島々をVRで作成しました。夜の
瀬戸大橋のライトアップでは海面に映る月や、車のヘッドライト
の様子をリアルに再現しています。また、アートプロジェクトで人
気のベネッセアートサイト直島や、家プロジェクトのきんざ、碁会
所などの街の様子を、ご覧いただくことができます。小豆島の肥
土山農村歌舞伎舞台では、かやぶき屋根の舞台で役者のキャラ
クタが歌舞伎を演じる様子をVRで表現しました。
VR-Cloud® 閲覧URL
http://www.forum8.co.jp/topic/toshi-blog21.htm#city

「瀬戸内の島々」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・瀬戸内  by UC-win/Road

®

瀬戸大橋を走行中の景観

小豆島の肥土山農村歌舞伎舞台走行車両と客船、橋梁のライティング表現 ベネッセアートサイト直島と瀬戸内海の島々
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シンガポールへ
　シンガポールは赤道直下の都市国
家。マレー半島の先端に位置し、淡路
島ほどの面積しかない小さな島国。古
くから西洋と東洋の文化が融合してき
たこの地は、建国後、精力的に国づくり
を推進し、国民一人当たりのGDPは日
本を凌ぐ。
　今年5月、CAADRIA2013のため、
13年ぶりに訪問したシンガポール（写
真１）。訪問すると、がらっと変化して
いたことを実感した。7月に訪問した様
子を併せてご紹介しよう。

マリーナベイの開発
　シンガポール川の河口に位置する、
マリーナベイ（Marina Bay）。2000

年に訪問した頃は確か、埋立地が広が
っていた。それ以前は埋立地もなく、青
い空と海をバックにマーライオンが白く
輝く姿がシンガポールを代表するイメ
ージだった。
　現在では、マリーナベイを囲むように高

層ビルが立ち並び、正面にはマリーナ
ベイ・サンズ（Marina Bay Sands）。
高さ200m、3棟の高層ビルの最上部
を船形のスカイパークが乗っかった象
徴的なフォルム。空に浮かぶ展望台か
らはシンガポールが一望できる。

魅力的な都市や
建築の紹介と
その3Dデジタルシティへの
挑戦

１　CAADRIA2013集合写真

 福田知弘氏による「都市と建
築のブログ」の好評連載の第22回。毎回、
福田氏がユーモアを交えて紹介する都市
や建築。今回はシンガポールの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。

大阪大学大学院准教授   福田 知弘

Vol.22
シンガポール：赤道直下の都市国家

　1971年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学大学院准教
授、博士（工学）。環境設計情報学が専門。国内外のプロジェクトに関
わる。CAADRIA（Computer Aided Architectural Design Research 
In Asia）学会 会長、日本建築学会 近畿支部常議員、NPO法人もうひ
とつの旅クラブ副理事長、大阪旅めがねエリアクルー。「光都・こうべ」
照明デザイン設計競技最優秀賞受賞。著書「VRプレゼンテーションと
新しい街づくり」「はじめての環境デザイン学」など。
ふくだぶろーぐは、http://d.hatena.ne.jp/fukuda040416/

大阪大 大 院 教
授、博士（工学）。環境設計情報学が専門。国内外のプロジェクトに関
わる。CAADRIA（Computer Aided Architectural Design Research 
In Asia）学会 会長、日本建築学会 近畿支部常議員、NPO法人もうひ
とつの旅クラブ副理事長、大阪旅めがねエリアクルー。「光都・こうべ」
照明デザイン設計競技最優秀賞受賞。著書「VRプレゼンテーションと
新しい街づくり」「はじめての環境デザイン学」など。
ふくだぶろーぐは、http://d.hatena.ne.jp/fukuda040416/
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　夜8時からは、マリーナベイ・サンズ
のビルの頂上部からレーザービームが
放たれ、マリーナベイを舞台として、ス
ペクタクル・ショーが行われる（写真
２）。当日は偶然ながら、本物の稲妻
が飛んでおり、背景を演出してくれた
（その後、雷雨になり大変だったが）。
このように、公共空間（特に、海や川な
どの水辺）などの都市施設をふんだん
に活用してテーマパークさなが
らのショーが行われること
は、昨年も中国・桂林で拝
見したが、確実に増えて
きている。
　写真３は、シティホー
ル付近で偶然撮影した
風景。工事用クレーンが
マリーナベイ・サンズを釣
りあげているように見えた。

ガーデンズ・バイ・
ザ・ベイ
　マリーナベイ開発の一環として、ガ
ーデンズ・バイ・ザ・ベイ（Gardens by 
the Bay）が2012年にオープン（写真
４）。この施設は巨大な植物園であり、
CAADRIA学会では設計者による基

調講演と、計画者による現地ツア
ーが実施された。現在オープ
ンしている「ベイサウス」
地区は、約54ヘクタール
の敷地に、2つのドーム
型温室、18本の「スー
パーツリー」などが完
成。
　ドーム型温室のひとつ
｢フラワードーム｣は、面積

1.2ヘクタール、天井高45メ

ートル、とかなり巨大な無柱空間（写
真５）。温室といっても室内気温は外
気より低い、「冷室」。もうひとつのドー
ム型温室「クラウドフォレスト」は高さ
50mほどの高層庭園。建物に入ると巨
大な人工滝が迎えてくれる（写真６）。
また、スーパーツリーをつなぐ「OCBC
スカイウェイ」は、吊り構造の空中歩
廊。地上22mの位置にあるため、風が
吹くと結構ユラユラ（写真７）。

５　フラワードーム
６　クラウドフォレストの滝

７　OCBCスカイウェイ

５

６

３　クレーンに釣りあげられそうな
　　マリーナベイ・サンズ

２　光と水のスペクタクル・ショー

４　マリーナベイ・サンズからガーデンズ・バイ・ザ・ベイとシンガポール海峡
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シンガポール・リバー・
クルーズ
　マリーナベイに注ぎ込むシンガポー
ル川は、シンガポールの近代化と関わ
りが深い。川沿いには、かつて船運が
盛んな頃に建設され、その後使われな
くなった倉庫群があった。今ではリノ
ベーションされて、川沿いに緑が溢れ
散歩道として整備されると共に、ボー
トキー（Boat Quay）やクラークキー
（Clarke Quay）のような繁華街も見
られる。リバー・クルーズの発着場も数
多い（写真８）。
　シンガポール川の川幅は対岸の様
子まで見える距離。雁木も整備されて
いる。人々が佇む雁木側の街灯は消
されており、暗い遊歩道上から対岸の
賑やかなクラーク・キー・フェスティバ
ル・ビレッジ（Clarke Quay Festival 
Village）をしっかりと眺めることがで
きる（写真９）。対岸では、川べりのカ
フェやバーで飲食や、バンジージャンプ
のようなアトラクションも。
　学会が終わった後、皆でリバー・ク
ルーズ。「あれ、何か違う？やけに静か
だ」と思って船長に聞いてみたら、ボー
トの動力はエンジンではなく電気モー

ター。なので、かなり静か。現在はまだ
ソーラー発電ではないそうだが、赤道
直下のシンガポールならばソーラー発
電も可能に思える。一方、船体のデザ
インはオールドスタイル。甲板や客船に
座ると、川風が心地いい。水面すれす
れから陸とは全く異なるアングルでシン
ガポールの夜景を体感できるゾ（写真
１０、１１）。
　乗船時に受け取ったマップは、英語
の他、日本語、韓国語、中国語、タイ
語、ベトナム語で記載。また、乗船料は
SGD20。大阪のリバークルーズと同じ
くらいだ。

シンガポールの都市
模型
　URA（Urban Redevelopment 
Authority＝都市再開発庁）本社ビル
では、シンガポールのこれまで、そして、
これからの都市計画の内容を模型、ビ
デオ、写真等でわかりやすく展示。例え
ば、時代の異なる定点撮影写真を見比
べることができる展示、VR技術で自分
で都市計画シミュレーションが行える
展示など。
　中でも目玉は、中心市街地の模型。

16km2のエリアが1/400の縮尺で精
巧に作られている（写真１２）。既に
完成した建物はファサードまで作成
されており、計画中の建物はボリュー
ムで表現されている。上階で模型を
眺めるために設けられたモニターを覗
くと、主要な建物の詳しい情報がAR
（Augmented Reality=拡張現実感）
技術により表示される（写真１３）。ま
た、別室には模型制作のスペースがあ
り、専門家によりメンテナンスが小まめ
になされている様子。
　訪問者は、我々のような視察者だけ
でなく、地元の学校が課外授業を行う
スペースとしても利用されていると聞い
た。

９　街灯の消された雁木エリア８　リバー・クルーズ乗り場（クラークキー）

12　中心市街地の都市模型（縮尺1/400）
13　ARによる都市模型の詳細説明

12
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世界のどこかで出会う
　写真１４を見ながら。大学時代から
の友人が赴任先のインドから帰国の
途上、シンガポールでトランジットする
よ、という連絡がフェイスブックに書
き込まれてきた。さらに詳しく聞くと、

大阪への帰国便は私と同じ。という訳
で、シンガポールで落ち合うことに。次
に、緑色のTシャツの女性とも久しぶ
り＆偶然の出会い。彼女は、台湾の劉
育東（Aleppo）教授の卒業生でNext 
Gene21+プロジェクト（2007-08年）
を共に実施した。現在、一時的に国立
シンガポール大学の研究員に勤務中と
のことでサプライズな出会い。白いTシ
ャツの女性は、私の研究室の博士後期
課程の学生で、現在、ドイツ・ハイデル
ベルグ大学に留学中。沢山の偶然がか
み合っての、マーライオン前での、イン
ターナショナルな出会いとなった。こう
して、インド、台湾、ドイツ、日本からひ
とつの場所に出会えるとは、SNSの力
は本当に凄い。
　シンガポールにアクセスしてみてわか
ったこと。それは、関空から深夜23:30
発で発ちシンガポールに朝到
着して、シンガポールで用事を
済まし、その日の深夜便で帰
ってくるという、0泊3日弾丸出
張が可能なこと。この行程で
も、現地に20時間滞在でき、
決して不可能ではなさそう。幸
か不幸か、どうしても～という
時には是非。

　隣国マレーシアのジョホールバルで
は、イスカンダル計画が進行中。これ
は、マレーシアとシンガポールの経済発
展を背景に、2026年までに、シンガポ
ールの約3倍の敷地に、新たな都市を
創ろうとするもの。既にアウトレットモー
ルやテーマパークがオープン。シンガポ
ールとジョホールバルとの関係は、香港
と深圳との関係に近いものを感じた。
　最後に、来年のCAADR IA2014
は、2014年5月14日から17日、京都工
芸繊維大学にて。8年ぶりの日本開催
となり、仲隆介教授を委員長とする、
実行委員会が精力的に準備を進めて
いる。論文（Abstract）〆切は、今月
9月7日。是非、論文投稿と
参加を宜しくお願いしま
す！

11　リバークルーズ：マリーナ・ベイとマーライオン10　リバークルーズ：クラークキー

14　マーライオン前でのインターナショナルな
　　出会い

力

みてわか
深夜23:30

月 日。是非、論文投稿と
参加を宜しくお願いしま
す！

【参考URL】
  CAADRIA2014　http://caadria2014.org/

13
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「スパコンクラウド® CGムービーサービス」では、POV-Rayにより作成した高精細な動画ファイルを提供します。今回の3Dデジタルシ
ティ・シンガポールのレンダリングにも使用されており、スパコンの利用により高精細な動画ファイルの提供が可能です。また、POV-
Rayを利用しているため、UC-win/Roadで出力後にスクリプトファイルをエディタ等で修正できます。

■スパコンクラウド ®詳細>>http://www.forum8.co.jp/product/
supercom.htm

今回は赤道直下の都市国家 シンガポールをVRで作成しました。
シンガポールの象徴的存在であるマーライオンと、マリーナ湾
周辺の近代高層ビル群を再現しています。近年話題の観光地マ
リーナベイ・サンズでは、地上200mにあるサンズ・スカイパーク
（Sands SkyPark）にある屋上プールを作成し、泳いだりテラス
で寛ぐ人々の様子をVRでリアルに表現しました。

VR-Cloud® 閲覧URL
http://www.forum8.co.jp/topic/toshi-blog22.htm#city

「シンガポール」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・シンガポール  by UC-win/Road

®

水を噴き上げるマーライオン

シンガポールの街並みと交通 総合リゾートホテル マリーナベイ・サンズ サンズ・スカイパーク（屋上プール）
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オランダ・デルフトへ
　9月にオランダ・デルフトへ。大阪か
らアムステルダム・スキポール空港まで
12時間弱。スキポール空港からデルフ
トまでは電車で約40分。オランダにま
ともに降り立つのは初めて。なので、ス
キポール駅に辿りついたものの、オラン
ダ語の理解と地理関係の理解に手間
取り、デルフトへ向かう電車の特定が
中々できない。到着した電車に乗ろう
とするジモティらしき老婦人に、「この
電車に乗るとデルフトに辿りつけます
か？」と聞くと、どうやら辿りつけないら
しく、老婦人は、デルフト行き電車の乗
り方を丁寧に教えてくれようとした。老
婦人は彼女自身が乗るデン・ハーグ中
央駅行きの電車の存在を忘れそうにな
るほど熱心に説明してくれた。「後は自

分で調べますので本当
にもう大丈夫ですよ、あ
りがとう～」とこちら
から話を終えなければ
電車がいよいよ発車しそうになった。
雑誌のコラムで見かけた「オランダ人は
ケチ、だけど親切」というフレーズにい
きなり出会えた感。
　オランダの時差は日本より7時間遅
れ。サマータイム期間中なのかと首を
かしげたくなるほど、日本でいえば11
月下旬位の気温でかなり寒い。それ
にしてもオランダの人たちは男性も女
性も背が高い。調べてみると平均身長
は世界一だそうで、男性182cm、女性
167cm １）。日本人よりも男女それぞれ
10cmほど高い。少しでもオランダ人に
近づけないものか、と、滞在中はチー
ズやニシンをできるだけ食べてみた。

帰国して一ヶ月ほどだが、
効果が現れたのは身長よ

りむしろ体重のほうか（笑）。

デルフトの運河
　デルフトは、画 家・フェルメール
（1632-1675）が生まれ、暮らした地。
不思議なもので、彼の描いた絵画はデ
ルフトに一枚も残っていないそうであ
る。フェールメールの絵画は、「真珠の
耳飾の少女」「絵画芸術」のように室
内・女性を対象としたものが多く、風
景画は「デルフトの眺望」「小路」とい
う2点のみ残されている。
　「デルフトの眺望」にも描かれてい
るように、デルフト市内には古くからの
運河が張り巡らされている（写真１）。
運河沿いの街路樹も美しく、正に、テ

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

 福田知弘氏による「都市と建
築のブログ」の好評連載の第23回。毎回、
福田氏がユーモアを交えて紹介する都市
や建築。今回はオランダ・デルフトの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。

大阪大学大学院准教授   福田 知弘

Vol.23
オランダ：デルフト・ブルー

　1971 年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学大学院准教授、博士（工学）。環
境設計情報学が専門。国内外のプロジェクトに関わる。CAADRIA（Computer Aided 
Architectural Design Research In Asia）学会 会長、日本建築学会 近畿支部常議員、
NPO 法人もうひとつの旅クラブ副理事長、大阪旅めがねエリアクルー。「光都・こうべ」照
明デザイン設計競技最優秀賞受賞。著書「VR プレゼンテーションと新しい街づくり」「はじ
めての環境デザイン学」など。
ふくだぶろーぐは、http://d.hatena.ne.jp/fukuda040416/
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ーマパークのような景観（笑）。運河に
は、水蓮が浮かび、カモ、ハクチョウ、
サギ、カイツブリなど日本でもお馴染
みの水鳥たちが伸び伸びと暮らしてい
る。カフェから運河を眺めていると、
カモたちが運河沿いを歩いてきた（写
真２）。興味深いのは、運河とすぐ脇
の道路との間に、転落防止柵がないこ
と。柵がないだけで、水面との距離が
かなり近く感じられる。個人所有と思
われるボートが係留されている運河も
ある。道路と運河の際には、駐車スペ
ースが設けられているが、縦列駐車も
整然となされている（写真３）。「これ
まで運河に落ちた人はいないのか？」
と聞いたら「落ちた人は笑われるだけ」
との答えに納得。市内には、ボートを一
時的に係留できるコイン駐船場も設置
されているそうだ（写真４）２）。

　運河に沿って街なかを歩いている
と、オシャレな果物屋があったので写
真を撮ろうとしたら店員の兄ちゃんが
飛び出してきた。怒られるのか？と思
ったら、、、いきなりナイスポーズ（写真
５）！街なかで出会う人たちは、ノリの
いい、気さくな方が多い。運河沿いを
歩いて東門を抜けるとハネ橋がお待ち
かね。その脇の運河には、フローティン
グハウス群。ボートの練習風景も。

ボンエルフ
　デルフトは、ボンエルフ（woonerf）
発祥の地といわれる。ボンエルフとはコ
ミュニティ道路（歩車共存道路、歩車
融合道路）と訳され、住宅街などで人
間が対応できる速度以上に車がスピー
ドを出せない道路構造として、歩行者

と車との共存を目指す道路。具体的に
は、路面の一部をかまぼこ状に盛り上
げて段差（ハンプ）をつける方法、道
路の両側に駐車スペースや植栽帯を設
置して車道を蛇行させる方法などがあ
る。
　興味深かったこと。一つ目は、ハン
プの上端や交差点と歩道とが同じ高さ
で作られていること。この高さ設計によ
り、歩行者は段差を気にすることなく
同じ高さを歩きながら車道を横切るこ
とができる（写真６）。歩行者優先の
考え方が実現されている。また、路面
表示の変化（車道か、歩道か、駐車場
か、など）は、安直にアスファルトにペ
ンキ塗りをするのではなく、舗装材や
その並べ方を変えることで実現してい
る。
　それにしても自転車で通勤・通学す

１　デルフト市内の運河
２　運河沿いを歩くカモ
３　運河沿いには柵が無い（東門付近）
４　コイン駐船場

５　果物屋の兄ちゃん
６　ボンエルフ

１

３

２ ４

５

６
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る人が物凄く多い（写真７）。駅前の自
転車駐車場（駐輪場）は常に満杯。興
味深いのは有料の駐輪場に自転車修
理サービスがあること。駐輪場の管理
も兼ねているのであろうスタッフが工具
の貸出や部品の販売を行っていた。最
近自転車の調子が思わしくなく肝を冷
やすことの多い小生としては、是非とも
欲しいサービスだ。

デルフト陶器の工場へ
　 デルフト工 科大 学 のすぐ傍にあ
る 、王 立 デルフト陶 器 工 房（ D e 
Koninklijke Porceleyne Fles）へ。
1653年創業。17世紀より続く唯一の
工房として知られる。工房では、デルフ
ト陶器の歴史、陶器を作るプロセス、
代表的な作品、ものづくりの現場を見
せてくれる。オーディオガイドは日本語
メニューもあるので安心。見学ルート
では、レンブラントの「夜警」をデルフ
ト陶器でほぼ原寸大で再現したものが
展示されている（写真８）。また、若い
ペインターが絵付けをしているコーナ
ーも（写真９）。見学者やカメラの視線
を気にすることなく、一心不乱。将来は
マスターペインターを目指していると後
で聞いた。
　デルフト陶器に関してちょっと余談。
デルフトの滞在には、経済的なホテル
を利用したが、部屋のトイレや浴室の
タイルにはデルフト陶器が使われてい
た。トイレの蓋を開けて見るとデルフト
模様が現れてびっくり。また、デルフト
工科大学にある植物園の小さな運河
では、何と、デルフト陶器のカモ群団に
も出会えた（写真１０）！

デルフト工科大学
　さて、デルフト工科大学へ。オラ
ンダ最古の工科大学（写真１１）。デ
ルフトの街なかにあり、ホテルから
歩いて通えるのが 嬉しい。ここで、
eCAADe (Education and research 
in Computer Aided Architectural 
Design in Europe) 2013国際会議が
開かれた。オープニングセレモニーなど
が行われるメイン会場「Oostserre」
は、主催者の建築学部が入る校舎の
屋外部分を現代風に改修したオーディ
トリアム（写真１２）。オランダのシンボ
ルカラー＝オレンジを基調とした配色。
興味深いのは、オーディトリアムがオー
プンな空間であり、eCAADe参加者で
ない人たちも参加しようと思えば参加
できる点。聴衆が座る階段席の下が昼
食会場。脇のカフェも公立大学とは思
えない、素敵なデザイン。
　eCAADe2013学会初日夜のレセプ
ションは、デルフト市庁舎のホールで。
こういった場所は一般客としては中 ア々
クセスできないので嬉しい。会場では
懐かしい先生方との再会で盛り上がっ
た（写真１３）。

７　自転車で通う人々

８　デルフト陶器で作ったレンブラント「夜警」
９　デルフト陶器の絵付け
10　運河を泳ぐデルフト陶器製カモ

11　デルフト工科大学・建築学部

８

9

10
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左下）Tom Maver先生は30年以上前
に、このeCAADe学会を創設された
一人。Tom Maver先生がHostをされ
たStrathclyde (UK)でのeCAADe94
学会で、アジアから唯一参加した笹田
先生とTom Kvan先生がCAADRIA
学会設立に向けた議論を交わされたそ
う。Tom Maver先生とは、恐らく10年
以上ぶりの再会。笹田先生との想い出
話を何度もされていた。

中下）Andre Brown先生。IJAC
（I n te r n a t i on a l  J ou r n a l  o f 
A rch itectu ra l  Comput ing）を
創設された方。CA A DR I A学会に
もよく出 席されており来 年の京 都
（CAADRIA2014）も参加するよ、と
言ってくれた。楢原太郎先生（左）はニ
ュージャージー工科大学 (US)で教鞭を
とられており、World16のメンバー。本
年6月には、小生が登壇した兵庫県立

加古川東高等学校のアメリカ研修講演
会の中で、Skype登壇して頂きアメリカ
で学んだことや仕事をすることをテーマ
として、高校生にお話して頂いた。
右下）ペルーで行われたSIGraDi2005
国際会議でご一緒した先生方。マチュ
ピチュの思い出話に花が咲いた（Up 
and Coming No.95）。

12　eCAADeメイン会場

13　世界中の研究者との再会

OECD iLibrary: Graph HE5.1. -- Male and female heights are converging 
towards those of the taller countries: http://www.oecd-ilibrary.org/social-
issues-migration-health/society-at-a-glance-2009/male-and-female-heights-
are-converging-towards-those-of-the-taller-countries_soc_glance-2009-
graphhe5_1_-en
三浦裕二，陣内秀信，古川勝秀：2008，「舟運都市」，鹿島出版会
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「スパコンクラウド® CGムービーサービス」では、POV-Rayにより作成した高精細な動画ファイルを提供します。今回の3Dデジタル
シティ・オランダ・デルフトのレンダリングにも使用されており、スパコンの利用により高精細な動画ファイルの提供が可能です。また、
POV-Rayを利用しているため、UC-win/Roadで出力後にスクリプトファイルをエディタ等で修正できます。

UC-win/Road
CGムービーサービス

■スパコンクラウド ® 詳細 >>http://www.forum8.co.jp/product/
supercom.htm

今回はボンエルフ発祥の地といわれるオランダのデルフト
をVRで作成しました。旧市街のマルクト広場には市庁舎
（Stadhuis）、新教会（Nieuwe Kerk）といったオランダらしい
街並みを再現。ボンエルフでは標識や路面の変化をリアルに再
現し、歩車融合型道路による人と車が共存する街を作成しまし
た。他に、東門（Oostpoort）と運河、デルフト工科大学（Faculty 
of Architecture TU Delft）の建物周辺の景観を表現しました。
VR-Cloud® 閲覧URL
http://www.forum8.co.jp/topic/toshi-blog23.htm#city

「デルフト」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・オランダ  by UC-win/Road

®

デルフトの運河と街並み

マルクト広場 ボンエルフ（歩車融合型道路） デルフト工科大学
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ヴォロスへ
　ギリシャの首都・アテネからバスに
乗って4時間半。ギリシャ中部最大の
港町、ヴォロス（Volos）に着いた。この
地域はギリシャ神話の舞台。例えばア
ルゴー船のお話では、ヴォロスの東側
に迫るピリオン半島（ピリオン山）から
木を伐りだして人類史上最初の大型帆
船アルゴー船を造り、ヘラクレスらギリ
シャ神話で活躍する英雄たちが黄金
の羊の毛皮を持ち帰るためにヴォロス
港から出航したとされる。ピリオン半島
は、オリンポス十二神（神々の王ゼウス
を中心とする12名の男神・女神）が選
んだ夏の住まいでもあり、半人半獣ケン
タウロスの故郷でもあるとか。次 と々紹
介される話は、伝説なのか、史実なの

か。陽気な地中海性気候も手伝って、
フワフワした気分になる。
　eCAADe2006国際会議でヴォロス
へ（写真１）。失礼ながら、学会でも無
ければ一生知らなかったかもしれない
都市。早くも7年ほど前の旅になるが、
もう一度行ってみたい小広場がある村
を中心に取り上げてみたい。ヴォロスが
あるパガシティコス湾は天然の良港。
エーゲ海に通じる。ジモティはビーチ
で朝から泳いでいる。港に面するプロ
ムナード沿いには建物が並び、建物低
層部はレストランやバーが連なる（写真
２）。人々は夜8時を過ぎた頃から集ま
りだして、日本人の感覚では少々遅い
時間から夕食をはじめる。子供連れの
家族も普段着でやってきて、平日でも
夜遅くまで食事と会話を楽しんでいる。

　ギリシャは、古い歴史、優れた人物
を輩出した国家として知られる。紀元
前にはポリス（都市国家）が形成され
るなど、政治、経済、文化においてめざ
ましく発展したが、その後2000年間は
被占領時代が続き、現在の国家として
独立したのは1829年、アテネに遷都さ
れたのは1834年と、意外に最近のこと

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

 福田知弘氏による「都市と建
築のブログ」の好評連載の第24回。毎回、
福田氏がユーモアを交えて紹介する都市
や建築。今回はギリシャ・ヴォロスの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。

大阪大学大学院准教授   福田 知弘

Vol.24
ヴォロスとアテネ：素敵な小広場

　1971年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学大学院准教授、博士（工学）。環
境設計情報学が専門。国内外のプロジェクトに関わる。CAADRIA（Computer Aided 
Architectural Design Research In Asia）学会 会長、日本建築学会 近畿支部常議員、
NPO法人もうひとつの旅クラブ副理事長、大阪旅めがねエリアクルー。「光都・こうべ」照
明デザイン設計競技最優秀賞受賞。著書「VRプレゼンテーションと新しい街づくり」「はじ
めての環境デザイン学」など。
ふくだぶろーぐは、http://d.hatena.ne.jp/fukuda040416/

１　eCAADe2006ランチ
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である。
　さて、日本から持ち込んだガイドブッ
クにヴォロスの情報はほとんどなかっ
た。そこで、ヴォロスのインフォメーショ
ンセンターへ。観光パンフをもらいに
窓口に行ったら、パンフやマップと共
にチプロの小瓶をくれてビックリ。チプ
ロはこちらの地酒で焼酎のような蒸
留酒。入手したパンフレットをパラパ
ラとめくっていると、丁度、高松市で4
町パティオプロジェクト１）を進めてい
る最中だったこともあって、素敵な小
広場の写真にアンテナがピクピク。詳
しい情報を窓口で聞いてみると、ピリ
オン半島の山あいにある、ポルタリア
（Portaria）という村にある広場らし
い。ダウンタウンからは12km、路線バ
スで30分ほどということなので、行って
みることにした。

路線バスで
ポルタリアへ

　地元の路線バスに乗ると、自分が降
りたい駅で果たして降りることができ
るだろうか、不安になることが多い。国

内でも不安になる位だから、海外では
尚更。電車とは違って降りる人や乗る
人がいない駅には停まらずにスルーさ
れてしまうから、バスが停まった駅の
数を数えながら路線図と見比べても意
味がない。さらに、ギリシャの公用語
はギリシャ語。ギリシャ文字 、 、
、 、 、 、 、 など、数学の

世界が街なかに溢れている。路線地図
を眺めても、見覚え聞き覚えがない地
名が並んでおり中々ピンとこない。とい
うか、まず読めないし、読めても意味
が分からない。例えば、写真３の看板
の右上には、「 」とある。これは
「タベルナ」と読むが、その意味は「レ
ストラン」。何だか変な感じ。
　こうして、目的の駅はいつやってくる
のか、降りる時は前後どちらのドアを
使うべきか、運賃はいくらか、車内で
両替はできるのか、など、特に混み合っ
たバスではドキドキさせられる。という
訳でバスのあれこれに詳しそうなジモ
ティに聞こうとする。
　たまたま隣の席に座っていたギリ
シャ人のおじさんがジモティに思えた。
で、ポルタリアの駅に着いて教えても
らおうとしたが、おじさんは英語が通

じず、こちらはギリシャ語が通じないか
ら会話にならない。不用意に話しかけ
たものの会話にならず、隣人と気まず
いことになってしまったと落ち込みそう
になったが、意外に親切な方だったの
で、お次は筆談戦法。何とかギリシャ
語で （ポルタリア）と書いた
ら、小生の行きたい場所や想いが通じ
た模様。良かったヨカッタ。苦労はした
が車内はローカルの匂いが充満してお
り、路線バスはやはり乗ってみたい交
通機関である。

２　ヴォロスのプロムナード

３　レストランは「タベルナ」
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何度も訪れてみたい
広場

　ポルタリアに着いた。標高は600m
ほどだろうか。バス停前のお店に並
ぶフルーツのシロップ漬けがかわ
いい（写真４）。早速、例の小広場
（Portaria Square）へ（写真５）。心

地よい風と大木の緑陰、広場に面した
レストラン２）の爽やかなもてなしが最
高にマッチ。辺りは複数の広場が有機
的に繋がっている。地面には大判の自
然石が敷き詰められ、花の手入れも行
き届く。こんな環境で食事をしている
と、大らかな気分に。イスラエルから来
られたという隣席のお客さんとも会話
が自然とはじまった（写真６）。

　ピリオン半島は冬場に雪が降るこ
ともあって、豊富な雪解け水で知られ
る。村は坂道や階段だらけで風景がダ
イナミックに変化する。至るところで水
がわき出ており、外国人である我々も
口にできる（写真７）。飲んでみると、
市販のミネラルウォーターより確かにお
いしい。住宅の玄関には、ブドウ棚、ク
リ、キウィ、イチジクなど日本でもおな
じみの果樹が出迎えてくれる。正に、エ
ディブル・ランドスケープ（写真８）。ア
テネからヴォロスまでの道中は緑が少
なく山の色も赤茶けた印象が残ってい
たのだけれども、この付近は日本のよ
うに溢れんばかりの緑で、何百歳にも
なろうかというフウの大木が至る所に
ある。
　下り坂に差し掛かるとパガシティコス

７　湧き水スポット
８　エディブル・ランドスケープ

７

８

４　フルーツのシロップ漬け

５　ポルタリアの小広場

６　隣席のご夫婦



湾に出会える（写真９）。どこもかしこ
も、フォトジェニックな風景ばかり。谷
をひとつ跨いだ隣の斜面には、マクリニ
ツァ（Makrinitsa）の村が見える。マク
リニツァは「ピリオのバルコニー」とい
われ、丸く平たい石葺きの白っぽい屋
根が連なっている（写真10）。街並み
の保存を行うために、建築ルールは厳
格なのだそうだ。今度は、紅葉の季節
に小広場沿いのホテルに滞在したいと
思いながら、村を下りた。

アクロポリスの丘
　首都アテネ（Athens）に戻る。古代
ギリシャの聖地・アクロポリスの丘は
市街地との比高が70mほどあり、坂を
えっちら上っていく（写真11）。この丘
は6000年にもわたって住居として、聖
所として、要塞やシンボルとして利用さ
れていた。今も至る所で工事が行われ
ている。
　前門・プロピュライア（Propylaia）
を通過すると、いよいよパルテノン神殿
だ（写真12）。

　パルテノン神殿（Parthenon）は、
15年の歳月を費やして紀元前432年に
完成した。ギリシャ神話の女神アテー
ナー（ゼウスの娘）を祀る神殿。大理石
でできたドリス式の石柱（46本）に囲
まれた、男性的で雄大な姿だ。この建
物には一見判らないが様々な工夫がな
されている３）。たとえば、
１．床面は平らに見えるが、実は曲面と
曲面を組み合わせており中央部が周縁
部よりも高くなっている。水はけを良く
するためか。
２．各柱は上部にいくに従い細くなって
いるが、中間部はふくらんでいる。樹木
を意識してか。
３．角柱は他の柱よりも太くなっている。
建築美学と現実的用途を考慮してか。
４．柱は内側に傾いている。屋根の重
みを支えるためか。
　エレクティオン（Erechtheion）は、
パルテノン神殿の西側に位置する。イ
オニア式の柱と6人の少女像を柱とし
た柱廊が張り出しており、優美で女性
的。高低差のある場所に建築されてい
るため、複雑な構成となっている。

　丘から東を眺めると、ゼウス神殿とパ
ナティナイコ・スタジアムが見えた（写
真13）。ゼウス神殿は、2世紀に完成。
コリント式の柱が15本残されている。
その向こうにちらっと見えているのがパ
ナティナイコ・スタジアム。1896年、古
代オリンピックの復活として、第一回近
代オリンピックが開催されたスタジアム
であると共に、2004年のアテネオリン
ピックでは女子マラソンの野口みずき
選手が最初にゴールしたスタジアムで
もある。
　今年はいよいよ、ブラジルでワールド
カップが開催される。本稿を執筆して
いる最中に、1次リーグのグループが決
定。何と、日本はギリシャと同じ組に。
半年後が楽しみである。

11　アクロポリスの丘を仰瞰する
12　パルテノン神殿

９　パガシティコス湾を眺める
10　マクリニツァ

13　ゼウス神殿とパナティナイコ・スタジアム

高松4町パティオプロジェクトは、拙書「VRプレゼンテーションと
新しい街づくり（エクスナレッジ）」に詳しい。
Kritsa公式ホームページ: http://www.hotel-kritsa.gr
Acropolis: Ancient Cities, Artmedia Press

 １）
【参考URL】

２）
 ３）

11

1210

９



Up&Coming104 号 都市と建築のブログ30

「スパコンクラウド® CGムービーサービス」では、POV-Rayにより作成した高
精細な動画ファイルを提供します。今回の3Dデジタルシティ・ギリシャ・ヴォロ
スのレンダリングにも使用されており、スパコンの利用により高精細な動画ファ
イルの提供が可能です。また、POV-Rayを利用しているため、UC-win/Road
で出力後にスクリプトファイルをエディタ等で修正できます。

「3D・VRエンジニアリングサービス」は、3Dプ
リンターにより、3次元モデルを元に実際の「模
型」を作成する
サービスです。今
回はギリシャ・ア
テネにあるパル
テノン神殿を出
力しました。

■スパコンクラウド ®詳細>>http://www.forum8.co.jp/product/
supercom.htm

今回はヴォロス市街の背後のピリオン山（Pelion）にある村、
ポルタリア（Portaria）の小広場（Portaria Square）をVRで作
成しました。広場の中央にあるフウの大木は３Dモデルで詳
細に作成し、その木陰のレストランで人々が寛いで会話を交
わす様子を再現しました。石畳の道路の走行ではガタガタし
た坂道をリアルに体感できます。

VR-Cloud® 閲覧URL
http://www.forum8.co.jp/topic/toshi-blog24.htm#city

「ヴォロス」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・ギリシャ  by UC-win/Road

®

小広場（Portaria Square）とフウの大木

ホテル クリトサ（Hotel Kritsa） 自然石が敷き詰められているレストラン 小窓のある建物
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チューリッヒへ
　25回目となる都市と建築のブログは
スイス北部エリアを対象として、チュー
リッヒ（スイス）とヴァイル・アム・ライン
（ドイツ）をご紹介したい。チューリッ
ヒは2010年、ヴァイル・アム・ラインは
2007年に訪問。
　チューリッヒはスイス最大の都市。人
口は37.6万人。国際的な金融センター
の一つであり、アルプス観光の拠点で
ある。国際サッカー連盟（FIFA）をはじ
め、多くの国際機関・国際団体の本部
がある。チューリッヒ中央駅から市内を
流れるリマト川を渡りケーブルカーでス
イス連邦工科大学（ETH）キャンパスよ
りチューリッヒ市街を眺めてみる（写真
1）。いくつもある教会の尖塔がランド

マーク。左奥（南側）にチューリッヒ湖。
リマト川はチューリッヒ湖から流れ出
し、最終的にはライン川へと繋がる。夜
になるとランドマークとなる建物と橋梁
がライトアップ。暖色系の街灯たちは温
かみを感じさせる（写真2）。
　まちなかは公共交通が充実してい
る。都市の骨格を形成する道路には路

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

 福田知弘氏による「都市と
建築のブログ」の好評連載の第25回。
毎回、福田氏がユーモアを交えて紹介
する都市や建築。今回はスイス・チュー
リッヒの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。

大阪大学大学院准教授   福田 知弘

Vol.25
チューリッヒとヴァイル・アム・ライン：スイス北部エリア

　1971年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学大学院准教授、博士（工学）。
環境設計情報学が専門。国内外のプロジェクトに関わる。CAADRIA（Computer Aided 
Architectural Design Research In Asia）学会 会長、日本建築学会 近畿支部常議員、
NPO法人もうひとつの旅クラブ副理事長、大阪旅めがねエリアクルー。「光都・こうべ」
照明デザイン設計競技最優秀賞受賞。著書「VRプレゼンテーションと新しい街づくり」「は
じめての環境デザイン学」など。
ふくだぶろーぐは、http://fukuda040416.tumblr.com/

１　チューリッヒ市街地

２　クヴァイ橋（Quaibrücke）からの夜景

U&C105-024-028_都市と建築のブログ4.indd   24 2014/03/22   12:34:03
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面電車（トラム）が13系統（写真3）。
バス路線もしかり。チケットも安く、購
入するのも容易で1dayチケットが便
利。車内では停車駅の案内が電子掲
示板上に次の次の次の次まで所要時
間と共に表示されるので安心して乗車
できる。このようにチューリッヒは公共
交通を中心とした都市交通政策の成
功都市（チューリッヒ・モデル）としても
知られる。
　チューリッヒ湖やリマト川には観光
船やヨットの他、水上交通も充実して
おり、たっぱの低い橋梁の下を通ること
ができるように背丈の低い水上バスが
運行（写真4）。まるで大阪水上バスに
乗っているよう。川と岸辺とのコミュニ
ケーションが盛んに行われていた。乗
船料はトラム、バスと同じく1dayチケッ
トが利用可というのもスマートなシステ
ム。チューリッヒ湖畔には、近代建築の
巨匠、ル・コルビュジェ・ハウスが佇む
（写真5）。

　F I FA本部、通称「F I FAハウス
（Home of FIFA）」はチューリッヒ中
心部の東に位置する。トラムで10分ほ
ど。公式パンフでBlatter会長が「Like 
football, the Home of FIFA is open 
to all.」と述べているように、サッカー
関係者でなくても誰でも訪問できる。
敷地内には斬新なデザインの建物の
他、アフリカ、アジア、オセアニア、北ア
メリカ、南アメリカ、ヨーロッパとサッ
カー界の六大陸を特徴づける庭とサッ
カー場がある。

チューリッヒ西部
　チューリッヒ中央駅からトラムで10分
のところに位置する西部地区はかつて
の工場地帯。現在はリノベーションが進
められている。訪問時はスイスで一番高
い建物がこの地区に建造中であった。
　Plus5は、かつての工場を構造補強
して再生させた施設。手前は広場、建

物内部にはレストランやフィットネスク
ラブが入る。夜間はカッコいいストラク
チャーを意識させる照明デザイン（写
真6）。敷地外周部にはかつてのトロッ
コ軌道をそのまま活かして歩道が整備
されている。特に興味深いのは、Plus5
の建物の両側にドイツの自動車メーカー
「MAN」の建物があるのだが、これら
MANの2つの建物を結ぶ通路がPlus5
の敷地内に今も確保されていること。
昔からのお付き合いは大切だね。

ETH Honggerberg
キャンパス
　スイス連邦工科大学（ETH）は自
然科学と工学を対象とした世界的に
有名な大学。卒業生には、レントゲン、
アインシュタイン、ジョン･フォン･ノイ
マン、サンティアゴ・カラトラバ、ヘル
ツォーク&ド・ムーロンらが名を連ね
る。ノーベル賞受賞者は何と21名。
eCAADe（Education and research 

６　Plus5

３　パラデプラッツ（Paradeplatz）駅
４　チューリッヒ湖からの舟運

５　ル・コルビュジェ・ハウス

３ ４

U&C105-024-028_都市と建築のブログ4.indd   25 2014/03/22   12:36:42



Up&Coming105 号 都市と建築のブログ26

in Computer Aided Architectural 
Design in Europe）2010国際会議の
会場は、ETH Honggerbergキャンパ
ス（写真7）。チューリッヒ中心部から約
6km離れた郊外にある。Science City
というコンセプトの元、キャンパスで24
時間過ごせるように整備が進められて
いる。市内とを結ぶバスは2系統あり、
日本の電車のように早朝5時台から深
夜0時半過ぎまで運行している。運行
間隔は10分以内と利便性は高い。これ
だけ公共交通機関が発達しているの
で、キャンパスへは自家用車での入構
が認められているものの、学生の90%
と教員の60%が公共交通機関を利用
しているのだとか。
　また、ETHは国立大学であるが、我
が国の状況と比べると、非常に高質な
建物が整備されていると感じた。例え
ば、斬新な構造デザインや材料の使
用。キャンパス内にはパブリックアー
ト、オープンテラス、学生ハウスなどが
充実している。聞いてみると、建設費は
行政が60-70%、私企業が30-40%を
負担しているそうだ。
　eCAADe2010のカンファレンス・ディ
ナーは、キャンパス内にあるAlumni 
Loungeにて。研究仲間との久しぶりの
再会は格別（写真8）。

ヴァイル・アム・ラインへ
　ヴァイル・アム・ラインはバーゼル郊
外にあるドイツ南西端の町。ここに、
建築ファンなら一度は訪問したいヴィ
トラ・キャンパスがある。小生はチュー
リッヒとヴァイル・アム・ラインとは別の
時期に訪問したのだが、チューリッヒ
からヴァイル・アム・ラインへは、まず
高速列車ICE（Intercity-Express）で
1時間ほどでバーゼルへ行き、そこか
らバスで国境を越えながら20分ほど。
バーゼルはドイツ、フランスと国境を接
するスイス第3の都市で街の中心をラ
イン川が流れている。
　ヴィトラ・キャンパスは、世界屈指の
家具メーカー、ヴィトラ社本社工場内
にある。敷地内には、安藤忠雄、フラン
ク･O･ゲーリー、ザハ･ハディッドなど、
世界を代表する建築家による建
物が点在しており、建物内部
にはヴィトラ社が所有する
家具や照明器具が展示
されている。近年では、
ヘルツォーク&ド・ムー
ロンのヴィトラハウス、
SANAAの工場も完成し
た。尚、ヴァイル・アム・ライ
ンのまちなかにはスケールアウ

トした椅子が各所に展示してあり（写
真9）、「家具の町」というイメージ作り
を町ぐるみで取り組む様子が窺える。

ヴィトラ・建築ツアー
　フランク･O･ゲーリーによるヴィトラ・
デザイン・ミュージアムへ（写真10）。イ
ンパクトのある外観。訪問時は、ル・コ
ルビュジェの展覧会が催されていた。
入り口には、黒板にモデュロールを描
くコルビュジェの大きな写真が。コル
ビュジェの出身地はスイスの時計産業
の町、ラ･ショー･ド･フォン。ヴァイル・ア
ム・ラインからは直線で80kmほど。彼
の肖像画はスイス通貨・10スイスフラ
ンにも使われている。
　コルビュジェ展を見てか

７　ETH Honggerbergキャンパス
８　eCAADe2010カンファレンス・ディナー

７

８ ９
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ら建築ツアーに申し込む。英語チーム
とドイツ語チームに分かれてスタート。
小生が選んだ英語チームは、サングラ
スをかけた女性がガイドさん。彼女の
説明はとても上手で、案内人としてもか
なり勉強になった。
　ゲーリーの建物からアプローチに
沿ってヴィトラ・セミナー・ハウスへ。
道中にはオルデンバーグの彫刻（写真
11）。ヴィトラ・セミナー・ハウスは、最
初の海外ANDO建築。1987年より構
想し1993年に完成。ゲーリーの「動」
の建築と対峙する、四角い「静」の建
築がコンセプトなのだそうだ。建物配
置は、計画時点で存在していた樹木を
残すべく検討された。ANDO建築らし

いコンクリートの壁に沿ってアプロー
チを歩いていると、コンクリートの壁面
に化石を想わせる模様が（写真12）。
これはコンクリート型枠を設置する際
に、近くにある桜の葉っぱが偶然付着
したそうだ。通常は付着した葉っぱを
取り除いてやり直しそうなものだが、そ
のまま残されたらしい。ガイドさんは
ANDO建築をかなりお気に入りの様子
で、建物内部についても詳しく説明して
くれた（写真13）。
　バックミンスター・フラーのドームテン
ト、アルヴァロ・シザの工場施設を見学
してから、ヴィトラ･ファイア･ステーショ
ンへ。この建物は、ヴィトラの私設消防
署として敷地内に建設されたもの。ロ

ンドンに事務所を構えるザハ･ハディッ
ドの処女作といわれる。建築を構成す
る面が3次元的に組み合わさっている
ために、歩いて近づいていくと建物の
見え方がどんどん変化していく（写真
14）。建物内部も同様に壁が傾いてい
る。平衡感覚がおかしくなりそうになっ
たのは私だけだろうか。
　ファイア･ステーションの屋上でヴィ
トラ・建築ツアーは終わり（写真15）。
だが、旅人たちは中々離れようとせず、
ツアー当初は見知らぬ者同士が互い
に感想を言い合っている。魅力的な空
間、時間を共に過ごすと、自然とこん
な雰囲気になるのは万国共通のことだ
ろう。

11　オルデンバーグの彫
12　ヴィトラ・セミナー・ハウスのアプローチ

13　ヴィトラ・セミナー・ハウス内観
14　ヴィトラ・ファイア･ステーション

９　ヴァイル・アム・ラインのまちなか
10　ヴィトラ・デザイン・ミュージアム

15　ヴィトラ・ファイア･ステーション屋上

三浦幹男ほか：世界のLRT，JTBパブリッシング，2008． １）
【参考資料】

11

12

13 14

15

10
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「スパコンクラウド® CGムービーサービス」では、POV-Rayにより作成した高精細な動画ファイルを提供します。今回の3Dデジタルシ
ティ・スイス・チューリッヒのレンダリングにも使用されており、スパコンの利用により高精細な動画ファイルの提供が可能です。また、
POV-Rayを利用しているため、UC-win/Roadで出力後にスクリプトファイルをエディタ等で修正できます。

UC-win/Road
CGムービーサービス

■スパコンクラウド ® 詳細 >>http://www.forum8.co.jp/product/
supercom.htm

今回はスイス（Switzerland）の首都チューリッヒ（Zurich）
市街地をVRで作成しました。チューリッヒの街に流れるリマ
ト川（Limmat River）を運行する水上バスや、チューリッヒ駅
（Zurich train station）周辺の路面電車（トラム）を再現してい
ます。また、チューリッヒ中心部の東に位置するFIFA本部の建物
と、グランド内でサッカーをする様子をMD3キャラクタでリアルに
表現しています。

VR-Cloud® 閲覧URL
http://www.forum8.co.jp/topic/toshi-blog25.htm#city

「チューリッヒ」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・スイス  by UC-win/Road

®

都市交通政策の成功都市としても知られるチューリッヒ

チューリッヒ駅と路面電車（トラム） 国際サッカー連盟FIFAの本部（FIFAハウス）水上交通も充実しているリマト川
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フライブルクとゴスラー

　先月号に引き続き、ドイツ連邦共和

国へ。今回はフライブルクとゴスラー

を。

　フライブルクは、ドイツ南西部に位

置する都市。シュバルツバルト（黒い

森）のふもと、ライン川の近くに位置し

ており、自然環境に恵まれている。市内

には1457年に創立されたフライブルク

大学がある。1992年、ドイツ環境支援

協会による自治体コンクール「自然・環

境保護における連邦首都」において最

高点を獲得し、「環境首都」として表彰

されたことから世界的に知られるよう

になった。人口は約23万人。

　ゴスラーは、ドイツ中北部に位置す

る歴史都市。ランメ

ルスベルク鉱山

の拠点として発

達し、11世紀には

皇帝ハインリヒ3世がここに城を築

いた。1200年頃には、北ドイツで最

も豊かな町になったとされる。現在

の人口は約4万人。

大聖堂広場の朝市

　高さ116mもある美しい尖塔をもつフ

ライブルク大聖堂（写真1）。1354年に

着工し、150年以上もの歳月をかけて、

1513年に完成した。塔に上るとまちな

みが美しい（写真2）。

　訪問したのは秋。大聖堂広場（ミュ

ンスター広場）では朝市が開かれてい

た。寒くなりかけた早朝の旧市街を散

歩するのはとても気持ちよい。射し込

む朝日が石畳を金色に輝かせる（写真

3）。朝市では、パン、ワイン、ソーセー

ジ、チーズ、野菜、果物、花卉、雑貨な

ど様々なお店が屋台を出している。近

隣の農家が直接売りに来るそうだ。生

産者と消費者との顔見合わせ（写真

4）。ラップ、プラスチックトレイ、過剰

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

 福田知弘氏による「都市と
建築のブログ」の好評連載の第26回。
毎回、福田氏がユーモアを交えて紹介す
る都市や建築。今回はドイツ・フライブ
ルクとゴスラーの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。

大阪大学大学院准教授   福田 知弘

Vol.26
ドイツ：フライブルクとゴスラー

　1971 年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学大学院准教授，博士（工学）。
環境設計情報学が専門。国内外のプロジェクトに関わる。CAADRIA（Computer Aided 
Architectural Design Research In Asia）学会前会長，日本建築学会代議員，NPO 法
人もうひとつの旅クラブ副理事長，大阪旅めがねエリアクルー。「光都・こうべ」照明デザ
イン設計競技最優秀賞受賞。著書「VR プレゼンテーションと新しい街づくり」「はじめて
の環境デザイン学」など。
ふくだぶろーぐは、http://fukuda040416.tumblr.com/

１　フライブルク大聖堂
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包装のない販売形態。パラソル、棚や

篭の高さや角度、それぞれの野菜の色

を活かした並べ方、と、お金をかけずと

もデザイン性が感じられる屋台が楽し

い。マイバッグを持ったおじさま多し。

同行した西村君は名物のソーセージを

朝食代わりにパクリ（写真5）。

フライブルクの交通

　フライブルクは、増え続ける自動車

交通量に伴い街の機能が低下すると共

に、シュバルツバルトの酸性雨問題、住

民の郊外部への流出など日本でも見ら

れる都市問題が発生していた。そこで

1984年、市内への自動車乗り入れ制限

政策をとり自動車交通量を制限した。

その一方で総合的交通システムを拡充

させ、市民の生活基盤を確保している。

現在、4系統のトラム（LRT）、数多くの

バスが運行されている（写真6）。

　公共交通の利用促進に向けた工夫

のあれこれ。ハード面では乗り換えの

利便性を追求。ドイツ国鉄フライブル

ク中央駅に着くと、トラムの電停が見

える。国鉄駅とトラムの電停はエスカ

レータで結ばれており、利便性が高

い。国鉄を跨ぐ新しい陸橋はトラム専

用橋として作られた。かつての道路橋

は南側に架けられており、今は人道橋

として使われている。また、トラム終着

駅ではフィーダーバス（支線バス）との

スムーズな接続を実現。乗換駅にはキ

オスクも設置されている。電停の電光

掲示板には、次のトラムの発車時刻が

4つ先まで表示される。日本でもお馴

染みとなってきた、パークアンドライド

（P+R）はトラムの終着駅に複数あり、

郊外からやってきたドライバーは自家

用車を駐車場に停め、トラムに乗り換

え、市街地へアクセスしている。

　ソフト面ではお得感。大勢の市民が

自家用車から公共交通機関への転換

を図れるよう、レギ

オ カル テ（ 地 域 定

期券）と呼ばれるシ

ステムを導入してい

る。定期券1枚で地

域内の路面電 車、

バス、ドイツ鉄道な

どがほぼ乗り放題。

貸与も可能であると

聞いた。レギオカル

テに関する話題とし

て、筆者らはフライ

ブルク中央 駅 前に

ある普通のビジネス

ホテルに滞在したが

チェックイン時に滞在日数分、トラムと

バス乗り放題の券を頂いた。素直にう

れしい。観光客にとって海外で初めて

来た地は何かと不安であり、疲れもあ

る。乗り物のチケットを購入するシステ

ムも千差万別である。乗り放題チケッ

トのプレゼントは、そんな煩わしい気

持ちを吹き飛ばしてくれるサービスで

あるし、何より環境都市をPRできよう。

こうして今では、公共交通機関は全体

交通量の約3割を分担している。人口

20万人の都市とは思えないほど、公共

交通の利用が進んでいることを実感し

た。

３　早朝の旧市街
４　朝市
５　西村君の朝食

６　トラム

２　フライブルク市街とシュバルツバルト

４

５３
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　中心市街地はトランジットモール。一

般車両の通行を禁止し、公共交通機関

と歩行者の通行だけが許される。トラ

ムがいない時、人々は道路を自由に横

断している（写真7）。車のための道路

ではなく、人のための広場となっている

ことを体感する。平日の昼間なのに、歩

いている人の多さはといえば、日本の同

規模の街では中々想像し難い。併せて、

中心市街地では、家具屋や家電販売店

など、大きな搬入車が入る必要のある

店舗や、客が車で買い物に来る店舗は

営業できないそうである。

　トラム軌道について。中心市街地は

石畳舗装であるが、郊外や中心市街外

縁部では芝生軌道が見られる。また、ト

ラムの架線を支える架線ポールにも緑

化が施されている。

　加えて、フライブルクでは自転車は

重要な交通機関と捉えられ、市内交通

量の約3割を分担している。1976年から

1998年にかけての伸び率は実に1割。

市内の至るところで自転車道が整備さ

れて、時速30kmでビュンビュンと走っ

てくる。大人もヘルメットや自転車スー

ツを着用している人が多い。まちなか

の自転車屋さんに立ち寄ってみると、

店内はそれほど大きくないが、自転車

整備用パーツが数多く置かれていると

共に、自転車関連の書籍も多数。書籍

ブースでは人が座り込んで本を読みふ

けっていた。

環境住宅地計画

　リーゼルフェルトとヴォーバン、2つ

の環境住宅地計画を。

　リーゼルフェルトは、中心市街地の

西に位置するニュータウン。かつては下

水処理場であったこの地に、1994年よ

りモデル的都市計画として優れた地域

マネジメントにより開発が進められて

いる。開発用地320haのうち250haを景

観保護地域に指定し、残り70haに4,100

世帯、10,000～11,000人分の住宅地区

を段階的に建設する。住宅地だけでな

く、小学校、教会、レストラン、診療所な

どもある。計画人口1,500人の第1期よ

り中心軸上にトラムを走らせ、全ての住

８　リーゼルフェルト
９　ヴォーバンの週末

10　シュバルツバルトの集落７　トランジットモール

８

９
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民が400ｍ歩けば電停に到着するよう

に計画されており、トラム利用の習慣化

を目指している。いわゆるTOD（Transit 

Oriented Development：公共交通指向

型開発）。地区内を歩くと、3～5階建て

の建物が中心で、最上階のファサード

デザインが他の階と異なっており、単

調な意匠になるのを避けている。前庭

に菜園が設けられた建物もあり、コン

ポストや雨水貯留槽が設けられている

（写真8）。散歩途中、遊んでいた男の

子達から「ニーハオ！」と声をかけられ

た。ならば、と、「ボンジュール！」でお

返し（笑）。

　ヴォーバンはフランス軍の占領地で

あった35haの跡地を市が連邦から買い

取り、新たな住宅団地として開発され

た。中心市街地の南に位置する。1994

年、NPOフォーラム・ヴォーバンが設立

され、市民参加型により計画が推進さ

れてきた。地区は、2,000世帯、約5,000

人が生活できる街として計画され、

様々な世代の暮らせるエコタウンとして

パッシブハウスを代表する省エネ建築

やカーフリー住宅、緑化・ゴミ対策など

が取り組まれている。また、メインスト

リートにはトラム軌道が敷設され、わ

ずか10分で中心市街地にアクセス可能

である。先ほど「カーフリー」と書いた

が、団地外縁部には共同駐車場が整

備されており、自家用車を所有する人

がヴォーバンで住宅を購入する場合、

住宅と同時に約1,800ユーロの共同駐

車場使用権を買い取らなければならな

い仕組み。訪問したのが土曜日午後と

いうこともあってか、ビオトープの周辺

で一輪車に乗る女の子達や、住民たち

が清掃活動に励む姿が見られた（写真

9）。

シュバルツバルト

　フライブルクの背後に広がるシュバ

ルツバルト。この1,300mの森へ、市街か

ら意外と短時間で登ることができると

聞いた。トラム2番線の終点まで行き、

そこからバスに乗って、ロープウェイ乗

り場へ。数人乗りのロープウェイは標

高473mから1219mまでみるみる上昇。

次第にフライブルクの全景が見えてく

る。頂上にはハイキングコース。ドイツ

らしい牧歌的な高原の集落が目に飛

び込んできた（写真10）。

ゴスラー

　古都ゴスラー。小さな町だが、

世界遺産だけあって、多くの観

光客で賑わう。この地には、

15世紀から19世紀にかけて

の半木造家屋が相当の範囲に渡って相

当数保存されている。1550年以前に建

てられた木組みの家だけでも150軒以

上あるそうだ。相当古い建物だが、しっ

かり維持管理されており、宿泊できる

ホテルもある。ドイツの電機メーカー、

ジーメンスの先祖が商売を始めた家も

ある。

　建物の特徴として、ひとつは、屋根と

壁にスレートが使われておりモノトーン

の渋い堅牢な表情を見せる建物（写真

11）。もう一つは、木骨組建築（ハーフ

ティンバー）といわれる、柱、梁、筋交い

などの軸組を外観に現した建物が印象

的である。ヨーロッパでは、道に面して

妻入りの建物が多いため三角屋根が並

ぶまちなみの印象を持たれることが多

いが、ゴスラーでは平入りの建物が多

く見られ、新鮮である（写真12）。

三浦幹男ほか：世界のLRT，JTBパブリッシング，2008． １）

【参考資料】

11　スレート壁の家 12　ハーフティンバー・平入りのまちなみ
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「スパコンクラウド® CGムービーサービス」では、POV-Rayにより作成した高精細な動画ファイルを提供します。今回の3Dデジタルシ

ティ・ドイツ・フライブルクのレンダリングにも使用されており、スパコンの利用により高精細な動画ファイルの提供が可能です。また、

POV-Rayを利用しているため、UC-win/Roadで出力後にスクリプトファイルをエディタ等で修正できます。

UC-win/Road
CG ムービーサービス

■スパコンクラウド ® 詳細 >>http://www.forum8.co.jp/product/
supercom.htm

今回はドイツ（Germany）の環境首都フライブルク（Freiburg)
のヴォーバン住宅地(Vauban)をVRで作成しました。ソーラーパ
ネルや屋上緑化が整備された集合住宅や、雨水を緑地に浸透さ
せる雨水コンセプトを可視化、子どもに安全な住宅地の様子を
VRで表現しました。また、世界遺産の古都ゴスラー（Goslar）で
は、平入りの建物が並ぶ小さな町をリアルに再現しています。

VR-Cloud® 閲覧URL
http://www.forum8.co.jp/topic/toshi-blog26.htm#city

「フライブルクとゴスラー」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・ドイツ  by UC-win/Road

®

ソーシャル・エコロジー住宅地 ヴォーバン

長屋式集合住宅のある敷地内芝生軌道のLRT（トラム） ゴスラーの木骨組建築（ハーフティンバー）
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南信へ

　約一年前の号では、もうひとつの旅

クラブのメンバーと瀬戸内海を訪れた

「もうひとつの旅2013」をご紹介した

（都市と建築のブログVol.21）。もうひ

とつの旅クラブは大阪の魅力を伝える

NPO活動を実施しており、運営協力し

ているひとつに北浜テラス１）がある。

北浜テラスは、大阪の新たな風物詩と

して水辺に賑わいをもたらすことを目

的として、中之島に面した土佐堀川沿

いに設置している川床のことである。

運営主体は、北浜地域のテナントや建

物オーナー、NPO、住民等からなる北

浜水辺協議会。この、北浜テラスに企

画時点から関わってこられた「そば切り

てる坊」さんが、長野県駒ケ根市を終

の棲家と定め、2011年に移転された。

そんな背景もあって、「もうひとつの旅

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

 福田知弘氏による「都市と建築の
ブログ」の好評連載の第27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
南信の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。

大阪大学大学院准教授   福田 知弘

Vol.27
南信：ジビエ料理

　1971 年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学大学院准教授，博士（工学）。
環境設計情報学が専門。国内外のプロジェクトに関わる。CAADRIA（Computer Aided 
Architectural Design Research In Asia）学会前会長，日本建築学会代議員，NPO 法
人もうひとつの旅クラブ副理事長，大阪旅めがねエリアクルー。「光都・こうべ」照明デザ
イン設計競技最優秀賞受賞。著書「VR プレゼンテーションと新しい街づくり」「はじめて
の環境デザイン学」など。
ふくだぶろーぐは、http://fukuda040416.tumblr.com/

４　ハナモモと中央アルプス
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2014」は南信に決定。2014年4月中旬、

10名で訪問した（写真1）。

　長野県は、北海道、岩手、福島に次い

で日本で4番目に広い都道府県であり、

日本一多くの都道府県と接する県（新

潟、富山、岐阜、愛知、静岡、山梨、埼

玉、群馬）。有名な県歌「信濃の国」に、

♪松本・伊那・佐久・善光寺～とあるよ

うに四つの盆地に分かれ、それぞれが

異なる文化を形成している。そのため、

長野県は中信（松本）・南信（伊那）・

東信（佐久）・北信（善光寺）と分けて

扱われることもあるそうだ。

　今回は、南信に行くことになる。南信

は、私にとってこれまで、妻籠や馬篭を

訪れた程度であり、主に北信や中信に

行く際の通過地域であった。1泊2日と

はいえ、南信に宿泊するのは今回が初

めてとなる。

桃源郷

　西を見れば中央アルプス、東を見れば

南アルプス。日本の背骨に挟まれた伊那

盆地にあるてる坊さんに着くや否や、早

速お蕎麦をいただく。てる坊（店の名で

ありご主人のことでもある）さんが、そば

の実や粉の入った試験管を持ってきて、

丁寧に説明してくれた。2種類の蕎麦、

「丸ぬき」と「玄びき」を食べくらべ（写

真2）。夕食は、馬鹿鍋（馬と鹿のすき焼

き鍋）をいただいた。馬はしゃぶしゃぶ

風にさっと、鹿はじっくり煮込んで（写真

3）。贅沢な時間である。

　てる坊さんの紹介で、伊那里・自給楽

園の小林さんを訪問。おとぎ話に出てき

そうなリンゴや洋ナシの果樹園を抜けて

事務所へ。既に、まちづくりイベント・信

州伊那里泊覧会「イーラ」を開催してこら

れ、自立を目指した活動を続けておられ

る。刺激を受けたのは言うまでもない。

　それにしてもハナモモ、ソメイヨシノ、

シダレ桜、八重桜、水仙、レンギョウな

ど、色とりどりの花が一斉に咲く贅沢な

季節に訪問したものだ。夕方に訪れた

名刹・光前寺は約70本のシダレ桜が満

開。見事。色も多彩で、正に桃源郷のよ

うだ。

大鹿村

　翌日は、駒ケ根から秋葉街道（国道

152号線）に入り南下して、農村歌舞伎

の残る大鹿村、そして天空の里遠山郷

へ向かう。駒ケ根から秋葉街道へ向か

う道中に出合った個人宅の庭も桃源郷

（写真4）。特に、ハナモモの濃い赤色

が珍しい。伊那山地と南アルプスに挟

まれた秋葉街道は、中央構造線とほぼ

一致している。中央構造線は、関東から

九州へ日本列島を東西に縦断する大断

層。大鹿村の北側の入口・分杭峠を過ぎ

ると北川露頭があり、構造線の様子を

じかに観察できる。写真5の右側は南ア

ルプス・外帯、左側は伊那山脈・内帯。

でき方が明らかに違う岩石が並ぶ。

　いよいよ「日本で最も美しい村」連

合に所属する大鹿村の中心部へ。高齢

化率（65歳以上人口が総人口に占める

割合）は50％を超え、過疎も進むが、知

名度は高い。それは、春秋に行われる

大鹿歌舞伎（写真6）と中央構造線が

あるからだろうか。村の中心部を流れ

る小渋川沿いにある大西公園では大鹿

さくら祭りが丁度行われていた（写真

7）。130種・3000本の見事な桜が面的に

植わる。実は、1961年6月豪雨（三六災

害）により、背後の大西山の斜面が高

５　中央構造線 ６　大鹿歌舞伎の舞台・市場神社

２　蕎麦
３　馬鹿鍋（上：鹿、下：馬）

１　てる坊にて

２

３
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さ450m、幅500m、厚さ15mに渡って崩

壊、山津波となって小渋川対岸の集落

を襲った。濁流により、約30万㎡の宅地

や田畑が消失し、家屋40戸が流され、

42名の命が奪われた。災害発生後50

年経った今も治山復旧工事が進められ

ている。大西公園は崩壊した山麓の土

砂の上に、犠牲者の慰霊と村の復興を

願って築かれた（写真8）。天気の良い日

には赤石岳が望めるそうだ。

　昼食へ。車は険しい山道を駆け上っ

ていき、するぎ農園に着いた。標 高

1000mにある山の食堂で、鹿肉のジビ

エ料理をいただく。大鹿村は人の数よ

り鹿の数の方が多いといわれ、鹿、猪、

猿などによる獣害が深刻。ジビエ料理

はこのような状況を逆手にとり、鹿、猪

など野生鳥獣肉を素材にしたジビエ料

理を「大鹿ジビエ」として地域ブランド

に確立させていこうと取り組んでいる

（写真9）。

下栗の里

　赤石荘で大鹿村を眺めながら露天

風呂に浸かった後、いよいよ下栗の里

のある遠山郷へ向かう。引き続き、秋

葉街道を南下していくのだが、なんと

大鹿村の南側の入口・地蔵峠で国道が

途切れている！地図上では確かに対岸

の国道とつながっているように点線で

描かれているが、実際は脇の林道をう

ねうねと迂回していくことになる。国道

152号線の不通区間はさらにもう一か

所、青崩峠にもあるそうだ。

　 下 栗 の里に 着 いた 。標 高 8 0 0 ～

1000m、南アルプスに連なる尾根筋に

拓かれた集落。かなりの急斜面で、S字

カーブの細道に沿って、家 と々畑がへば

り付く独特の風景。日本のチロルと名

付けられているが、谷まで続く段々畑

はマチュピチュのようでもある。にほん

の里100選の一つ。

　 住 民の方々で作られ た 天 空の里

ビューポイントへ。森の中を20分ほど

歩いていくと突然テラスが現れ（写真

10）、下栗の里が良い角度で俯瞰でき

る（写真11）。絶景。名産品の下栗イモ

のじゃがバターをいただく。容姿は小

ぶりなジャガイモであるが、交配してい

ない古い種といわれる。ジャガイモの

10　天空の里ビューポイント

９　大鹿ジビエ

11　下栗の里俯瞰

７　大西公園 ８　大西山の崩落現場と大西公園

11
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原産地は確か南米アンデス山脈だか

ら、やはりここはマチュピチュなのでは

（笑）？

ARで山座同定

　現地を歩いていると、そこから見えて

いる山が果たして何という名称なのか

知りたくなる。富士山のように特徴的

な山であれば調べなくとも見たらわか

るのだが、普通の山や土地勘のない地

域で出合う山はさすがに知らない。そ

こで、古くから方位磁石と地図を使って

山の名称を割り出すことが行われてき

た。山座同定という。

　近年では3Dデジタル技術を使った山

座同定が行われるようになった。有名

なアプリは、カシミール3D２）である。こ

のアプリは、GPSまたは地図で眺める

地点の緯度経度を特定してぐるりと見

渡す。アプリには国土地理院の国土数

値情報や山の名称がデータベースとし

て入力されているため、CGで描かれた

山の上方に山の名称が表示される。こ

うして山座同定が可能となる。

　今回はAR（Augmented Reality：拡

張現実感）で山座同定できるアプリ、

AR山1000 ３）を使ってみ

た。ARは、人間が知覚す

る現実環境をコンピュー

タで 拡張する技 術を指

す。VRがいわゆる「フル

CG」で描画される技術を指すのに対

してARはCGと現実世界とを重ね合わ

せて描画される技術を指す。「AR山

1000」の内部処理を詳しく知ることは

できないが、恐らく次のような仕組で

はないだろうか。スマートフォンのGPS

（もしくはWiFi）でユーザの位置情報

を取得する。センサー（電子コンパス、

ジャイロセンサー、加速度センサー）

でユーザの姿勢情報を取得する。カメ

ラ機能で今眺めている風景のライブ動

画を取得する。現在の位置情報と姿勢

情報を媒介として、ある一定の距離にあ

る山の名称をスマートフォンのディスプ

レイ上にリアルタイム描画することで、

山座同定を可能とする。写真12はてる

坊さんから南アルプスを眺めた時の様

子。現在はGPSやセンサーの性能の限

界により、位置情報、姿勢情報とも多

少ずれることはあるものの、実用性の

高いアプリである。是非、お試しを。

リニア

　南信は近い将来、大きく変わること

が期待される地域。その理由は何と

いってもリニア中央新幹線計画。現在、

飯田市にリニア・長野県駅（仮称）が

設置される計画が進められており、実

現すれば飯田-名古屋間は27分（現在

は高速バスで2時間、特急+新幹線で3

時間15分）、飯田-品川間は45分（同高

速バス+山手線で4時間40分、特急+新

幹線で4時間強）となり、現在の所要時

間と比較すると劇的に短くなる。東京

圏、中京圏からは十分に日帰り圏内と

なり、場合によっては通勤も可能であろ

う。道路面では、南信と浜松方面を結

ぶ高速道路・三遠南信自動車道の整備

が進められており、南信と太平洋方面

との結びつきがより強くなりそうだ。

　南信は、現在たっぷりと残されてい

る自然・田舎と、都会へアクセスしやす

い便利な街とがうまく共生しながら未

来を迎えてほしいと願う。

12　AR 山1000

北浜テラス　http://www.osakakawayuka.com/
カシミール3D　http://www.kashmir3d.com/
ARYama1000　https://itunes.apple.com/jp/app/ar-shan-1000/id416384573

 １）
２）
３）

【参考文献】
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UC-win/Road
CG ムービーサービス

■スパコンクラウド ® 詳細 >>http://www.forum8.co.jp/product/
supercom.htm

今回は飯田市上村にある標高800～1000mの急斜面にある下
栗の里と、南信の四季のある風景を作成しました。駒ヶ岳ロープ
ウェイからの眺めや、紅葉する千畳敷カールの美しい景観、天竜
川に架かる橋やライン下りをする観光客の様子を、VRで表現し
ました。また、中央新幹線計画のある飯田市では時速500kmで
走るリニアを体感することができます。

VR-Cloud® 閲覧URL
http://www.forum8.co.jp/topic/toshi-blog27.htm#city

「南信」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・南信  by UC-win/Road

®

急斜面にある小さな集落 下栗の里

千畳敷カール

「スパコンクラウド® CGムービーサービス」では、POV-Rayにより作成した高精細な動画ファイルを提供します。今回の3Dデジタルシ

ティ・南信のレンダリングにも使用されており、スパコンの利用により高精細な動画ファイルの提供が可能です。また、POV-Rayを利用

しているため、UC-win/Roadで出力後にスクリプトファイルをエディタ等で修正できます。

駒ヶ岳ロープウェイ リニア中央新幹線計画ルート
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CAADRIA2014 Kyoto

　2014年5月、デジタル建築・都市設計

技術に関する国際会議「CAADRIA2014

（The 19th International Conference on 

Computer Aided Architectural Design 

Research In Asia）」が京都工芸繊維

大学を舞台に開催された。19回目を

迎えるCAADRIA学会、日本での開催

は1998年（大阪大学）、2006年（熊本

大学）以来、3回目。小生は今回、学会

長とホストチームの委員を仰せつかっ

ており、長引く経済不況や東日本大震

災・福島原発事故等の影響から、スポ

ンサーは集まるのだろうか、海外から

研究者たちは例年通り来てくれるの

だろうか、と心配したものである。が、

終わってみれば、26ケ国から230名以

上の研究者、実務者、学生が大集合

（写真１）。16社のスポンサー企業か

らご支援頂き、CAADRIA史上、最大

規模の会となって幕を閉じることがで

きた。オールナイトで準備にいそしまれ

た京工繊・仲隆介先生はじめ準備委員

会の皆様に改めて感謝したい。

　5月12・13日は7つのワークショップ。

慶大・池田靖史先生のオーガナイズに

より、チューターが具体的内容を企画

して3Dプリンターでのデジタル・ファブ

リケーションや、環境シミュレーション

を活用したデザインなどを作り上げた

（写真２）。5月14・15・16日は最先端の

研究発表。著名な3名の基調講演（伊

藤穣一・MITメディアラボ所長、ポー

ル・リチェンス（Paul Richens）・英国

バース大学教授、阿部仁史・UCLA教

授）、論文発表88編、ポスター発表34

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

２　ワークショップ

 福田知弘氏による「都市と建築の
ブログ」の好評連載の第28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
京都の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。

Vol.28
京都：CAADRIA2014国際会議

　1971年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学大学院准教授，博士（工学）。
環境設計情報学が専門。国内外のプロジェクトに関わる。CAADRIA（Computer Aided 
Architectural Design Research In Asia）学会前会長，日本建築学会代議員，NPO法
人もうひとつの旅クラブ副理事長，大阪旅めがねエリアクルー。「光都・こうべ」照明デザ
イン設計競技最優秀賞受賞。著書「VRプレゼンテーションと新しい街づくり」「はじめて
の環境デザイン学」など。
ふくだぶろーぐは、http://fukuda040416.tumblr.com/

大阪大学大学院准教授   福田 知弘
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編が行われた。ポール教授の基調講演

が大江能楽堂の能舞台にスクリーンを

設置して行われたこと（写真３）、社会

人や大学院生に交じって学生服の高校

生がポスター発表したこと（写真４）、

アットホームなカンファレンスディナー、

1000ページの論文集の製作、和の国らし

く閉会式（AGM）で一本締め（写真５）、

と企画満載の手作り運営に想い出は尽

きない。

　以下に、学会終了の翌日、5月17日に

行われたPost Conference Tourの模様

を。これは、学会終了後、開催地の魅力

にリラックスして触れてもらいながら参

加者の交流を促す、京都体感ツアーで

ある。今回は嵐山方面へ。

嵐山

　快晴。京都駅から60名超でバスツ

アースタート。まずは旧嵯峨御所・大覚

寺へ。主要施設の宸殿は、江戸時代、

徳川秀忠の娘・東福門院和子の御所を

移転したもの。蔀戸の留金には黄金の

蝉（写真６）。蝉は人の気配を感じると

鳴いて逃げるので防犯を願うものだと

か、蝉は飛ぶ時におしっこをするので

火防のお守りだとか、諸説アリ。蝉の

鳴き声が各国でどう違うか、メンバーで

盛り上がる。売店では、朱竹印がライ

ンナップ。自分の名字の判子があれば

買おうかと、その場にいたメンバーで盛

り上がる。外国人の友人も何を盛り上

げっているのかと興味津々。姓か名か

忘れたが近い発音のものを見つけたの

で選んであげたよ。

　野宮神社へ。樹皮がついたままのク

ヌギの原木で作られた「黒木鳥居」は

原始的日本最古の鳥居様式といわれ

る。黒木鳥居の樹皮をはいだら白木鳥

４　ポスター発表（加古川東高等学校SSH）
５　閉会式で一本締め

３　能舞台での基調講演

１　CAADRIA2014 集合写真

４

５

６　大覚寺の金色の蝉
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居となるそうだ。深い緑の境内の前を

赤い人力車が通り過ぎた。コントラス

トがいい感じだ（写真７）。そして嵐山

を代表する風景、竹林の道（写真８）。

まっすぐに伸びた竹林はスッキリとし

た緑。時折風に揺られてユラユラ、ワサ

ワサ。我々を含めて観光客が列をなし

ていたが、ちょっと脇で立ち止り、しば

らく上を眺めるだけで落ち着いた気持

ちにさせてくれた。

　天龍寺。大方丈と曹源池付近は特に

人が多かった。縁側に座り曹源池庭園

を眺める。この庭園は約700年前に夢

窓疎石が作庭した当時の面影をとどめ

る池泉回遊式庭園である。大堰川を隔

てた嵐山や亀山を取り込んだ借景式庭

園でもある（写真９）。雲龍図は次回に

でも。渡月橋付近で昼食と集合写真を

撮る。気候も良く、気分も良く、桂川に

涼を求めるメンバーも（写真10）。午後

は西陣へ移動。西陣織のファッション

ショーを見学した後、テーブルセンター

を手織りした（写真11）。

　今年のCAADRIA2015は20周年記念

大会。韓国・大邱（Daegu）で5月20-23

日に開催される１）。新旧のメンバーと

の出会いが楽しみだ。

土木学会親子ツアー

　CAADRIAから土木学会へ話題を移

そう。2014年6月、土木学会関西支部が

主催した小中高生対象見学会に親子で

参加した２）。これは「ダムと道路を探

検しよう！」というテーマで、日吉ダムと

京都縦貫自動車道工事現場を見学す

るもの。毎年大人気の企画であり、幸

11　西陣織体験10　桂川入水

９９　天龍寺　天龍寺

７　野宮神社「黒木鳥居」 ８　竹林の道



運にも抽選に当たった。自治体、ゼネコ

ン、鉄道事業者の方々がスタッフに従

事されていた。

　まずは京都縦貫道の工事現場へ。

京都縦貫道は多くの区間で既に開通し

ているが、京丹波わちIC～丹波IC間は

今年度末の完成に向けて工事が進め

られていた。JR長岡京駅から大型バス

に乗り、工事現場の麓で小型バスに乗

り換えて、工事中のトンネルを目指す。

トンネル入口で、親子共々ヘルメットと

マスクを着けてトンネルに入っていく。

明かりは工事現場用の仮設照明のみ、

雨も降っているので中は暗く、中 ス々リ

リングな雰囲気である。100ｍほど入っ

たところで工事の概要説明が始まる。

何と、工事中のトンネルの壁にプロジェ

クターを投影（写真12）。山は女性の

神様であり、以前は現場に女性が入る

ことにも、許可が必要だったことなど、

へぇーと思えるお話も多く、中々勉強に

なった。

　日吉ダムは淀川水系桂川に建設され

た多目的ダム３）。先ほど紹介した嵐山

の上流部に位置する。2013年9月の台風

18号でダムの洪水調節機能が改めて認

識された。当時、もし日吉ダムがなく、

右岸側で堤防が決壊した場合、約13000

戸の浸水、約1.2兆円の被害が発生した

と推定される。見学時は平穏な風景で

あったが、台風18号時は一日でダム湖

の水位が23.7mも上がったそうだ（標高

178.2mから201.9mへ上昇）。被害

を最小限にとどめるため、

計画規模を超える流入

量の最大9割を洪水

時最高水位を超えてダムに貯めて対応

したと聞いた。

　ダム堤体内部へ。このような見学

コースは、地域に開かれたダムとして

日本で初めて作られた。幅7m×高さ7m

の内部空間はひんやり。このコンクート

壁の向こうにダム湖の水が溜まってい

ることは頭ではわかっていても不思議

なものだ。ダムの堤体は軍艦ダムとも

呼ばれるそうで中々カッコいい（写真

13）。土木施設としては珍しく、日本建

築学会賞を受賞しているそうである。

ったそうだ（標高

昇）。被害

め、

CAADRIA2015　http://www.caadria2015.org/
土木学会関西支部　http://www.jscekc.civilnet.or.jp/
水資源機構日吉ダム　http://www.water.go.jp/kansai /hiyoshi/

 １）
２）
３）

【参考文献】

13　日吉ダム

12　京都縦貫道トンネル工事現場
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UC-win/Road
CGムービーサービス

■スパコンクラウド ® 詳細 >>http://www.forum8.co.jp/product/
supercom.htm

今回は京都観光で人気のスポット嵐山とその上流部に位置する
日吉ダムを作成しました。嵐山では野宮神社の竹林の道と、そこ
を行き交う観光客や人力車のFBXキャラクタモデルを作成して
います。トロッコ列車や夜にはライトアップされる竹林をVRで再
現しています。日吉ダムでは可動モデルによる放水表現や、堤頂
からダムを見学する人々の様子をご覧いただけます。

VR-Cloud® 閲覧URL
http://www.forum8.co.jp/topic/toshi-blog28.htm#city

「京都」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・京都  by UC-win/Road

®

竹林の道

トロッコ嵐山駅

「スパコンクラウド® CGムービーサービス」では、POV-Rayにより作成した高精細な動画ファイルを提供します。今回の3Dデジタルシ

ティ・京都のレンダリングにも使用されており、スパコンの利用により高精細な動画ファイルの提供が可能です。また、POV-Rayを利用

しているため、UC-win/Roadで出力後にスクリプトファイルをエディタ等で修正できます。

日吉ダム 花灯路ライトアップ
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亜洲現代美術館

　2013年10月、台湾・台中を訪問した。

亜洲大學・亜洲現代美術館オープニン

グセレモニー出席のため。台湾初となる

ANDO建築の完成１）。早朝、台北を出

発した時には雨が降っていたものの、台

中に着くと晴れた。写真１は、除幕式に

出席された、馬英九・台湾総統、建築

家・安藤忠雄先生、亜洲大學蔡進發学

長、劉育東副学長。式典の最初は美術

館全体に赤い布が被せられ、途中で布

が外されてファサードがお目見えする

という演出。日本からも百数十名が参

加され、盛大に執り行われた。その後、

美術館内部をお披露目。美術館は、3つ

の三角形を微妙にずらしながら、三層

に重ねた印象的なフォルム（写真２）。

階段室では三角形のトップライトから自

然光が射し込んで来る。ここ10年ほど、

故笹田剛史先生、安藤先生、劉先生の

傍で本プロジェクトを超微力ながらお

手伝いさせて頂いた。沢山勉強させて

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

 福田知弘氏による「都市と建築の
ブログ」の好評連載の第29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
は台湾中部の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。

Vol.29
台中：亜洲現代美術館

　1971 年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学大学院准教授，博士（工学）。
環境設計情報学が専門。国内外のプロジェクトに関わる。CAADRIA（Computer Aided 
Architectural Design Research In Asia）学会前会長，日本建築学会代議員，NPO 法
人もうひとつの旅クラブ理事，大阪旅めがねエリアクルー。「光都・こうべ」照明デザイン
設計競技最優秀賞受賞。著書「VR プレゼンテーションと新しい街づくり」「はじめての環
境デザイン学」など。
ふくだぶろーぐは、http://d.hatena.ne.jp/fukuda040416/

１　亜洲現代美術館オープニングセレモニー

大阪大学大学院准教授   福田 知弘
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頂いた。そんなこともあって感慨深いも

のがあった。

　夕刻からは完成記念パーティ。艶や

かな紫色にライトアップされた美術館の

前で、演奏会が一通り行われた後、劉

先生が約10年にわたるプロジェクトの

経緯をプレゼンテーション。いわば「思

い出アルバム」がコンクリートの壁に

次 と々プロジェクションされていく。定

点で撮影された動画には建設の様子が

記録されており、早回しで見ると非常に

わかりやすい。そして何と、筆者も入っ

たミーティング写真が登場（写真３）。

実は恥ずかしながらこの写真の記憶が

全然無かったのだが、後で聞くと、2008

年にNext Gene 21+プロジェクト２）のた

めに訪台した際、亜洲現代美術館プロ

ジェクトのミーティングに陪席していた

そう。亜洲現代美術館プロジェクトの

経緯について、劉先生が「十年苦鬥（A 

10-Year Fight）」で著されている。

　滞在中、劉先生のバースディ・パーティ

が卒業生主催で行われた。台中に居な

がら、北海道の幸が一杯の居酒屋。同

窓会は何時も楽しいものだ（写真４）。

蛇窯

　翌日から台中周辺を巡った。まずは

台中の東南・南投県にある水里蛇窯陶

芸文化園区へ。丁度、台湾の子供たち

が遠足に来ていた。ここには日本統治

時代の1927年に建てられた、台湾で最

も古い蛇窯がある（写真５）。蛇窯は、

その名の通り、傾斜地に沿ってレンガ

を細長く並べた登り窯で、遠くから見る

と蛇の形に見えることからこう呼ばれ

た。1999年9月21日の台湾中部地震で

大きな被害を受けたが、1年後には再

建。その記念とし

て、高さが6ｍも

ある記念陶器が

作られたそう。

　日月潭に向け

てドライブ。風光

明媚で気持ちの

いい 場 所。この

辺りは、台湾の原

住民が住む場所

である。原住 民

の料理が味わえ

るレストラン「原住民餐庁（餐庁＝レス

トラン）」でランチしたのだがそこで一

つ発見したことがあった。原住民餐庁

と書かれた看板の英訳は「Aboriginal 

Restaurant」と書かれていた。「アボリジ

ニ（aborigine）」はこれまでオーストラ

リアに住む原住民に対する限定的な用

語だと思っていたので、オーストラリア

の原住民料理？と少々戸惑った。どうや

らオーストラリアに限らず、各地域の原

住民という意味で広く使われているよ

うだ。

４　劉先生のバースディ・パーティ２　亜洲現代美術館

５　蛇窯

３　完成記念パーティ
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鹿港

　鹿 港 は台中の南 西にある小さな

町３）。彰化平野に位置する。200年ほ

ど前、台湾で「一府（台湾府城が置か

れた台南）、二鹿（鹿港）、三艋舺（今

の台北市萬華＝台北発祥の龍山寺付

近）」と並び称せられた歴史都市。大

通り・中山路を歩いて天后宮へ（写真

６）。清朝初期（1725年）に建立された

道教のお寺。お参りしていると神様仕

立ての男性二人が突然現る。黄色い服

を着た男性は酒に酔ったふり？をして

注目を集めていた（写真７）。お寺の中

には、十干十二支別に、60体の神様が

ずらり。そして、今年（訪問した2013年

は癸巳）に該当する神様は部屋の中央

に置かれている。この時、筆者自身が

生まれた十干十二支が中々思い出せ

なかったのだが、60年周期をヒントに

辛亥（1971-60=1911年=辛亥革命）だと

判明。探してみると、どうやら、写真８

の左側の方が、筆者の年の十干十二支

（辛亥）の神様のよう。あと16年後、還

暦を迎える2031年には、この部屋の中

６　天后宮
７　神様？
８　辛亥の神様

９　摸乳巷

７６

８
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央に置かれるのであろう。その時にま

たお会いしたいものだ。

　鹿港古跡保存区は台湾で初めて古

市街を保存した地区。それゆえ、ワクワ

クする路地（曲巷）が沢山残されてい

る。くねくねとした路地は季節の砂風

を防ぐ機能があり、冬でも難なく散策

できる。古い家屋のいくつかは店舗や

アトリエにリノベーションされている。

露店で名物の海老団子、肉まん、タロ

芋団子、冬瓜ジュースなどを順次調達

しながらまち歩き。中でも、これは！と

いう路地は、摸乳巷 (写真９)。非常に

細い一本道の路地。路地の幅を測ると

狭いところで僅か55cm。「摸乳巷」は

「胸に触れる小道」という意味で、もし

女の人とすれ違ったら胸に触れてしま

うね、というほど狭かった！「摸乳巷」

とダイレクトな名前を付けて問題ない

のか？と思ったが、英語名でも「Breast 

Touching Lane」というそう。

王功

　最終日は王功という漁村へ。鹿港よ

りも南に位置している王功は、鹿港より

もさらにのんびりした雰囲気だ。王功蚵

（牡蠣）は特に有名で、王功の人 を々描

写した表現として「男は牡蠣を養殖し、

女は牡蠣を剥ぐ」がある。

それにしても、こんなに広い遠浅の海

は中々見たことない（写真１０）。みな

さん潮干狩りにお出かけ。面白いのは、

駐車場からトラクターのような乗り物

で出かけていくこと。我々は遠くまで

いけなかったが、正に、牡蠣、蛤、浅

蜊、蟹の宝庫。片方の鋏

が大きいカニ「シ

オマネキ」がウ

ジャウジャ（写

真１１）。バー

ドウォッチン

グも有名なの

だとか。

　ローカル食堂での昼食は、牡蠣の卵

とじ、牡蠣の唐揚げ、牡蠣のオムレツ、

シャコの揚げ物など（写真１２）。港町

のローカル・シーフード最高！

12　シャコの揚げ物＆牡蠣の唐揚げ

10　王功
11　シオマネキの群れ

 亜洲現代美術館　http://asiamodern.asia.edu.tw/
 Next Gene 21+　http://www.next-gene20.com/
旅々台北.com鹿港特集　http://www.tabitabi-taipei.com/
youyou/200803/index.html

 １）
２）
３）
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UC-win/Road
CG ムービーサービス

■スパコンクラウド ® 詳細 >>http://www.forum8.co.jp/product/
supercom.htm

今回は、台湾中部の台中にある亜洲現代美術館周辺と九曲巷を
作成しました。美術館の特徴的な建物や、美術館が存在する亜
州大学の校舎、緑地や池を作成し、夜間のライトアップも表現し
ています。九曲巷は、歴史的な街並みであるレンガ造りの狭い路
地と、行き交う観光客を表現しています。

VR-Cloud® 閲覧URL
http://www.forum8.co.jp/topic/toshi-blog29.htm#city

「台中」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・台湾中部  by UC-win/Road

®

亜洲大学

ライトアップ

「スパコンクラウド® CGムービーサービス」では、POV-Rayにより作成した高精細な動画ファイルを提供します。今回の3Dデジタルシ

ティ・台中のレンダリングにも使用されており、スパコンの利用により高精細な動画ファイルの提供が可能です。また、POV-Rayを利用

しているため、UC-win/Roadで出力後にスクリプトファイルをエディタ等で修正できます。

亜洲現代美術館外観 鹿港（九曲巷）
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