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UC-win/Roadアップデート情報



PTV社VISSIM連携機能

VISSIMのリアルタイム連携機能

• リアルタイム、高度な同期機能

• ポストプロセッシングによる車両挙動のリアリティ向上

• 運転シミュレーション対応
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自車情報

他車、信号情報

http://vision-traffic.ptvgroup.com/en-us/products/ptv-vissim/

http://vision-traffic.ptvgroup.com/en-us/products/ptv-vissim/


運転シミュレーション改良

走行表面に関する処理の改良

• 縁石接触時の反発力の調整機能

• 道路端部の反発機能追加

• 対向車線走行の許可、不許可の設定

車両運動モデルのアルゴリズム改善

• スピンや高速での車両横滑りの再現性を改善

• 接触処理の安定性を改善

• トレーラトラックの後退運転シミュレーション対応

他車シミュレーション改良

• ブレーキランプ制御改善

ログ出力機能の改訂

• 保存時のログファイルのファイル名指定機能

• 信号機情報のログ出力

• シナリオからのメッセージ出力

• 浮動小数点数の設定
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天候シミュレーション - 音声シミュレーション

フロントガラス雨表現の改善
・屈折処理改善

立体音生成拡張
• 屋外、車内、室内からの外のものの聞こえ方の

調整設定追加：
– 減衰モデルの選択

– グローバル減衰係数

– ドップラー効果

– ドップラー効果係数の設定
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反比例クランプ 指数関数クランプ



3D編集機能改良

線形出力内容の強化
• 計算結果（主要点、IP点、縦断点）を表示

する機能

• 指定した距離（位置）から一定間隔での測
点情報出力に対応

• 鉄道線形へ拡張（鉄道で使用される点名、
カントの出力に対応）

• 鉄道線形収束計算処理の改善

→数値精度、計算速度の改善

• 表データの選択、コピー

→ Excelなどの表計算ソフトへ貼り付け可能

オープンデータ対応拡張
• Open Street Map屋根形状のインポートに

対応

• 今後テクスチャや味付け用の形状をパラメトリックに生
成するようにし、地域や町の雰囲気に合わせた3D自動
生成を目指す。
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FBX ファイル出力対応

UC-win/Road で作成した３D空間のFBX ファイル形式出力に対応

• 3DS 形式出力では対応していなかった法線情報の出力に対応

幅広いソフトウェアとのデータ交換への対応

• スイート千鳥エンジンを始めとした各種ゲームエンジン

• Shade3D を始めとした各種3D モデリングツール etc.

• 他ソフトとも互換性の高い機能を提供

3 次元形状の透過色や半透明ポリゴンのデータに対応
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4Dシミュレーション

スケジュール・ガントチャート

• 親タスク、子タスクのツリーと色分けした各工程を表示

• 対応するシミュレーションスパンの柔軟性（秒単位まで）

• 工程と3Dモデルを連携し、時間による変化・進捗を確認

リソースと動作

• 作業要素：機械、設備、労働者、移動する材料、資源の登録

• 時間的に変化する位置や動作の定義し、作業の詳細確認を行う

シミュレーション、アニメーション

• リアルタイム/高速のシミュレーション、進行速度の設定

• シミュレーション中のタイムカーソル表示と操作による日時指定

スケジュールのエクスポート、インポート

• CSVファイルエクスポート/インポート

• CSVファイルへの３Dモデルのリンクによる読み込み時の3Dモデル

一括配置

• 他のアプリケーションとの連携
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UC-win/Road V15.0 開発中新機能
2021年２月下旬リリース



C++ API

C++プログラミング

Delphi

TCP

C++

APIs:

プログラム
構築

*.bpl

プログラム
構築

*.dll

JavaScriptプログラム

受信処理

送信処理

プログラム
実行

2010

2019

2021

C++ API

Simulation 
Core

Visual 
options

・・・

Scripts 
Scenarios 

control

・・・

Callbacks

Project 
Data

Terrain
Roads

・・・

3D Models

・・・

Cameras

・・・

Callbacks

Main 
Form

Camera & 
Navigation

control

・・・

GUI

・・・

Callbacks

Gaze 
Tracking

・・・

Callbacks

API仕様リニューアル
構造をよりわかりやすく → ラーニングカーブ改善



BIM/CIM対応、IFCファイルフォーマット対応拡張

*.IFC
*.IFC

*.IFC
*.IFC

属性 値

Attribute 1 Pier

Attribute 2 右岸

Attribute 3 1789

…

BIM/CIMデータインポート
• ＩＦＣ：データの箱、3D形状および属性を保存

→ 今後4D,5Dの対応も可能

• 緯度経度情報から自動配置、フォルダ一括インポート

→ プロジェクト統合、納品データ可視化が簡易

• ＩＦＣデータをすべて保持、再出力も可能

→ ＢＩＭ／ＣＩＭ統括データ可視化と管理

• 構造物に特化した鉄筋可視化の最適化

→ 軽く使える

• FORUM8他製品の連携が可能

→ Shade 3D、UC-1設計

3Dモデル 属性



4D → nD 多次元シミュレーション

• 工程の属性（変数）を定義

• 時間的な属性変化を式で定義

• 属性（コスト、作業量など）をグラフ化、出力
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性能改善

レンダリング速度アップ

• 130%以上、シーンによって200%以上向上

• 3Dメッシュデータ最適化、GPU処理効率化

• モデル可視性判定計算最適化

• 大規模空間をより快適に使用可能

ステアリングハンドルの反力

• フォースフィードバックコントローラ対応

• 車両運動モデル連動：滑り、衝撃を再現

• パラメータチューニング可能

100FPS          300FPS

操舵角

反力

低速・停車時

最大反力設定

ばね定数設定



UC-win/Road 自動運転パッケージ-概要



UC-win/Road 自動運転パッケージ-次のアップグレード

1. 運転情報IOアプリケーション

4点のカメラセンサーをUC-win/Roadで模擬した例 4点のカメラセンサーを外部に送信した例

外部デバイスからの連携標準インタフェースを提供

2. カメラセンサー情報のリアルタイムストリーミング



VRソリューション
背景とビージョン



建設 街づくり 防災 自動車 モビリティ 観光 ・・・

合意形成

実験、検証

協調作業

メンテ・保全

教育訓練

説明広報

エンタテインメント

アート

・・・

施工シミュレーション
4D、5D

氾濫、土砂崩れ、
地震シミュレーション

交通シミュレーション

自動車、電車、自転車、歩行シミュレーション

景観シミュレーション

VRシミュレーション活用範囲

多分野、多目的

データ共有/管理



汎用的なVRシステム環境

クラウド
コラボレーション

交通
自動車
物理
音響
風
・・・

シミュレーション
エンジン

データベース

プロジェクト
DB

ユーザ使用
ディバイス連携

API / SDK

WebSockets

JavaScript, Python
C++, C#, Delphi {RESTful API}

エンドユーザ
被験者

クリエータ
オペレータ
エンジニア

3Dモデル作成

モデルライブラリ

シミュレーション
モデル設定

シミュレーション
制御インタフェース

CGエンジン



VR Cloud技術の進化

2011

2016

FORUM8
VR-Cloud®

PWA
（全ブラウザー対応）2017

20192010 ゲームストリーミング
サービス

mid-2010
Oculus

Rift

2012

VR+視線計測 (FOVE)

FORUM8
Virtual Showroom

2020

データセンター

GPU

Stream



VRソリューションのビージョン、ロードマップ

ネイティブレンダラー

VR-Nextソリューション

Webエンジン
Wind
ows

組み込み
Linux

モバイ
ル

JavaScript API

CIMビューア観光、教育 コミュニケーション

VRアプリケーション

バーチャル
ショールーム

ネイティブとWebで共通に
できる機能が多い

クラウドデータ共有システム

クラウドインフラストラクチャー
クラウド管理ソリューション

(Web Services)

クラウド

VR環境開発

シミュレーション
エンジン

Delphi C++

API

UC-win/Road

リリース済み

開発中 (2021)

今後



開発最新情報



glTF Viewer (VR-Next®)

目的と予定

• 多目的に使用できる新しいVRエンジンをネイティブアプリケーションと
して提供する。

• 最新のレンダリング技術を採用し、プログラマーの専門者ではなくても
使いやすいVR開発環境を提供

• 2020年10月上旬に技術デモプログラムとしてglTF Viewerをリリース

• 5月末、JavaScriptエンジンを搭載した、開発環境をリリース

glTF Viewerの機能

• 3Dモデルファイル(*.gltf, *.glb)読み込み機能

• デフォルト環境マップによるPBRレンダリング
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バーチャル展示システム 9月末V1.0リリース

• バーチャルツアー、バーチャル展示や観光を目的としたウェブ
アプリケーション

• ウェブアプリであるため、ユーザが常に最新のコンテンツにア
クセス可能。短期スパンでの定期的な更新により体験者に常
に新しいコンテンツを提供できる。

• ウェブブラウザが動作するあらゆる端末で体験できる。

• CGレンダリング手法に物理ベースレンダリングの最新技術を
採用し、高精度のモデリングが可能。

• 映像のレンダリングをクライアント側で行うため低レイテンシに
VR体験ができ、VRはXRの一部として今後もAR/MRとして利用
可能。
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VR
creator



バーチャル展示システム：主な機能

• バーチャルシーンをjsonファイルで定義する

• 3Dモデルファイル(*.glb)読み込み機能

• 光源設定機能

• 視点登録機能

• 案内スクリプト実行機能

• 自由ワークスルー機能・衝突メッシュ設定

• 動画・音声・ 360動画再生機能

• 3Dモデル内のビデオ再生機能

• フライトパス飛行機能

• モデルやキャラクタアニメーション再生機能

• 3D空間オブジェクトからURLリンク機能

• メニューによるシーン切り替え機能
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フライトパス

jsonファイル

https://www.forum8.co.jp/forum8/vs/

https://www.forum8.co.jp/forum8/vs/


Progressive Web Application (PWA)

• ホームスクリーン（スマホ）、デスクトップ（PC, Mac）にイン
ストールできるウエブアプリケーション
– スタンダードアローンUIのため、ネイティブなアプリケーションの感覚

– ストア経由せずインストール可能

• オフライン使用可能

• オンライン時、アプリケーション＆データ自動更新

iPhone Android



キーワード

データ統括管理

高性能イメージジェネレーション

街づくり

クラウド

APIs

モビリティ

協調性

アクセス性

よりリアルで厳密なシミュレーション

柔軟性

使用者視点

目的視点

データ規模の拡大

自動車

コミュニケーション



ご清聴ありがとうございました
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