シミュレーション

Ultimate
￥1,800,000
Driving Sim
￥1,280,000

Ver.10.1

Advanced
￥970,000
Standard
￥630,000
Windows Vista/7/8 対応

保守契約・レンタル価格
P.108〜109参照

3次元リアルタイムVRシミュレーションソフトウェア

IFC
体験セミナー

UC-1エンジニアスイート
P.28〜29参照

有償セミナー

3次元のバーチャル・リアリティ
（VR=仮想現実）
を簡単なPC操作で作成、利用できるリアルタイムVRソフトウェアです。動きのある３次元空間
をリアルタイムで操作することができ、道路計画、設計はもとより、各種公共事業や民間開発全般において、合意形成における関係者間のコ
ミュニケーションツールとして活用できます。卓越したVR作成機能、豊富なビジュアルオプション、様々なモードでの走行、飛行シミュレーション
などの充実したVR機能をサポート。景観の検討、設計・施工時の協議、比較案の検討、技術提案などでVRが活躍します。
◉ 道路平面線形、縦断線形定義でのトンネル区間、
橋梁区間の設定

【プログラムの特長】
◉ 5m、50ｍメッシュ標高（全国）
、2500空間基盤（東京/大阪）標準搭載（国土地理

◉ 断面定義：小段を考慮した切り土・盛り土処理、
テクスチャ処理が可能
◉ 交通量、車輌プロファイル、信号制御、道路障害による交通シミュレーション

院承認(平12総使、
第173号)）

◉ 平面交差点やオンオフランプ機能で簡単に道路表現

◉ 世界地形
（世界測地変換ツール承認
（国地企調発第603号）
）
◉ 任意地形機能、
世界測地系変換、
DXF-XML変換、
地形編集機能が便利
◉ 大規模な空間をリアルタイム表示、
動的LODに対応した3Dモデル

◉ 交差点形状、交通ルート、信号制御で、3次元VR交通シミュレーションを実行
◉ 各種走行モード
（車速、車線変更）
、視点移動（他車視点、上下、
ターンヘッド）
◉ 簡単なPC操作でリアルタイムVR自在に操作

◉ 3Dコックピット、
マルチモニタをサポートしたマニュアルドライブで更に高度なシ

◉ Before/After、
スクリプティング、
マニュアルドライブがプレゼンターを支援

ミュレーションが可能

◉ Visual Options Tool による各種表示
◉ リアルタイムで時間、天候、
ライト、
シェーディングなどの制御可能

◉ DWGツールによりVR空間モデルを3D図面化、CIMを支援：道路・地形ごと、
レイ
ヤに分類してエクスポート
◉ 標準モデル/テクスチャとダウンロードDBの利用により効率的なVRデータ作成
を支援、豊富な素材を直接ダウンロードして利用可能
◉ 飛行ルートの設定による自動飛行、
ウォークスルーが可能
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◉ 道路・河川・湖沼・飛行パスなど各種線形をパラメータやフリーハンドで入力
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EXODUS㸭xpswmm

シミュレーション

◉ 火と煙の表現：火災、祭り、湯煙り、煙突の煙などに限らず、設定によってさまざま

【計画・設計】
◉ 国土地理院数値地図：5m、50mメッシュ(標高)
（平12総使、
第173号）
標準搭載。
◉ ニュージーランド50mメッシュ、
全世界
「CGIAR-CSI SRTM 90m Database」
中国・

な現象の表現が可能。煙の通路（トンネル）
の設定に対応

特集・
ソリューション

◉ パラメトリック入力での標識、階段、
エスカレータ、
柵の作成が可能）
◉ FBXファイルをサポート、
アニメーション、
テクスチャ透過、
ライティング、SketchUp

オーストラリア地形を標準搭載
◉ 鉄道線形：測量中心線、構造物中心線、緩和曲線・縦断曲線、
カント、分岐器など
に対応し、
連続する複数の軌道にまたがった直通走行に対応

等ファイル読込みも可能
◉ DWG・DXFインポート/エクスポート：インポート
（道路断面、
モデル）
、
エクスポート
（モデル、
線形、
地形等種類別、全体）

◉ 河川の平面・縦断線形の設定に対応
◉ ロータリ、
L字型など生成、複雑な平面交差、
道路マークは3DS出力編集で対応

シミュレーション

FEM 解析

エンジニア
スイート

構造解析・
断面

橋梁上部工

◉ 歩行者の群集移動：幅を持った飛行ルート
（パスウェイ）
を配置し、多数の歩行

【交通シミュレーション】
◉ 交通シミュレーション：走行車のグループ化、
グループ毎の経路確率設定、交差
点内の動作制御点・滞留車輌数の設定、交通流の速度コントロール、消滅発生、
シナリオ機能(各種イベントの発生)、
交通状態保存
（スナップショット）
◉ 信号制御・道路障害シミュレーション：性能に基づく交通シミュレーション、各種

ター)、
リンク(エレベータ、待合室)接続、
最短パス探索に対応
◉ スポット照明、
ヘッドライト機能により、夜間シミュレーション、照明シミュレーショ

基礎工

ンが可能。信号機、建物の窓、
車両ランプなど
◉ ヘッドライト：車両ごとに設定可能、
ロービーム/ハイビームの切替え、
フォグラン

交通ルール、
カーライツ、
信号表現交通シミュレーション
◉ インタラクション機能：各種交通解析ソフトから生成した交通流と自車経路上の
干渉チェック
（200m以内）
、
自車に向かって走る干渉車両の自動減速
◉ 気象特殊効果と照光：雨、
雪のリアルな表現、霧、
雷、水撥ね、
ワイパーなど
ᡅᬂՕߪ

橋梁下部工

者を設定可能。出発地・目的地の平均歩行者量設定、経路(駅・階段・エスカレー

プ、バックライト、重機等の特車なライトにも対応

仮設工

◉ トンネル照明：トンネルの照明の色と強さを設定
◉ スカイドーム：球体の内側に空をレンダリング

道路土工
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水工
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地盤解析・
地盤改良

【ドライビングシミュレーション／車両研究開発】
◉ 車種毎の自動車性能プロファイルに基づく交通流、
マニュアルドライブに対応
◉ コックピットの設定：3Dコックピット内にサイドミラー・バックミラー、
ナビゲー
ションなど表示。
ステアリングハンドルの運転操作に合わせた回転に対応

◉ 音響システム：OpenALを使用し、多様な環境音、他車両、
自車音（エンジン、
タイ
CAD/CIM

ヤ、
風切り音、
トンネル反射音）
、
ローパスフィルタ対応
◉ 運転シミュレーション：高精度な車両運動モデルを搭載、
エンジン、
トランスミッ
ション、車重、
重心位置、
タイヤの摩擦係数などを考慮可能

◉ フォースフィードバック：路面材料・形状、領域内の振動をコントローラに反映

◉ 速度自動制御、
ステアリング自動制御、
ブレーキアシスト、先行車両の重畳表示

◉ 車両運動モデルの構成：運転中の車両全体の動き、
エンジン、
エンジンから車輪

◉ 自車のACC、
自動運転に対応、
マニュアル運転、
自動運転との切り替え可能、
信号

までの各伝達装置のモデルを実装し、
よりリアルな運動の表現が可能
۹ୣɁʩʳ˂ɥᜫްժᑤ

維持管理・
地震リスク

と規制速度の認識も可能
プラント・
建築

ળӦᬻڒ

車間距離による割り込みの再現イメージ

船舶・避難

ʵ˂ʪʩʳ˂

ʚʍɹʩʳ˂

ɿɮʓʩʳ˂

【インターフェイス】
◉ フルスクリーン、
シミュレーションパネル：すべてのメニュー・ツールバーを隠した
フルスクリーン表示、
パネル配置・コマンドをカスタマイズ可能な制御パネル

◉ Universal UIプラグイン：画像、動画、Webページ等の様々なコンテンツを、3Dア
◉ ゲームコントローラ、
キーボードによる運転操作

Ver.11 対応予定内容

1. レンズシミュレーション：標準の透視投影に近似多項式、
歪み参照テーブル、等
距離射影、等立体角射影、
立体射影、
正射影を追加
2. SfMプラグイン：onlineSfMエンジンが解析したデータをVR空間で点群表示

紹介
プログラム

イコンによる直観的で分かりやすいインターフェースで閲覧や検索可能

2015年 11月 リリース予定

3. 線形算出機能：GPS・点群・電子地図・2DCADデータから道路のIP点カーブパラ
技術サービス・
サポート

メータを自動計算
4. レンダリングエンジン更新

5. 自転車シミュレーション

9

シミュレーション
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●シナリオプラグイン

●OSCADY PROプラグイン

●Civil 3Dプラグイン
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2D感覚の操作で、3D設計
AutoCAD Civil 3D䛻䜸䝤䝆䜵䜽䝖
䝺䝧䝹䛷㐃ᦠ

●コミュニケーションプラグイン
䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜢䛧
䛶䚸䝏 䝱 䝑 䝖 䝁 䝯 䞁 䝖
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●マイクロ・シミュレーショ
ン・プレーヤープラグイン

土地造成/道路設計システム
䛂InRoads䛃䛸VR䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁
䛾䝕䞊䝍ኚ

●S-PARAMICSプラグイン

●EXODUSプラグイン
EXODUS/SMARTFIRE䠄㑊㞴䞉
ⅆ⅏䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䠅䛸㐃ᦠ䛻䜘
䜛䚸VR✵㛫䛷䛾ゎᯒ⤖ᯝ

●xpswmmプラグイン（for Tsunami）

●SIDRAプラグイン

●点群モデリングプラグイン

෬༩ᜓፀ³Äʁʩʯʶ˂ʁʱʽ
xpswmm䛾ὠἼゎᯒ⤖ᯝ䛸VR䛻
䜘䜛ὠἼ⾲⌧㐃ᦠ

VRモデル自動作成支援ツール
Sidra䛷タィ䛧䛯ᕪⅬ䜢VR⾲⌧
䛩䜛䛯䜑䛾䝥䝷䜾䜲䞁

6000Ⅼ⩌䜢䝸䜰䝹䝍䜲䝮VR
䛜䝃䝫䞊䝖䚹3ḟඖⅬ⩌䝕䞊䝍䜢
VR✵㛫䛻ᥥ⏬⾲♧

●騒音シミュレーションプラグイン
●GIS プラグイン

●3Dモデル出力プラグイン

GIS䝕䞊䝍䜢UC-win/Road䛾3D䞉VR⎔ቃ䛻䝸䞁䜽

㡢※䞉ཷ㡢㠃䜢㓄⨨䛧䚸୍⯡ⓗ䛺
㡢䛾ᗈ䛜䜚䜢䝅䝭䝳䝺䞊䝖

ǽǽǽÄòéöéîçÓéíൈໄଃᢐൡᑤ

●ドライブシミュレータ
プラグイン
UC-win/Road䛸ᐇ㌴ᆺ䝗䝷䜲䝤䝅
䝭䝳䝺䞊䝍䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛯䚸ᮏ᱁
ⓗ䝗䝷䜲䝤䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛻ᑐᛂ

●シナリオプラグイン
●コミュニケーションプラグイン

ÕÃ÷éî¯Òïáä Ðìõçéî

NEX䠄㐨㊰䝛䝑䝖䝽䞊䜽⦅㞟䠅䜢㏻
䛧䛶LandXML䝣䜯䜲䝹䛷㐃ᦠ

VR䛷ᬒほ䚸㐨㊰タィ䚸㏻䜢᳨ウ
䛧䚸䝗䝷䜲䝡䞁䜾䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛷
㐠㌿⪅どⅬ䛛䜙㐨㊰≧ἣ䛾☜ㄆ

ᵝ䚻䛺䝍䜲䝥䛾䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵
䞁䛾䜰䝙䝯䞊䝅䝵䞁䜢⏕䚸
㏻ὶ䛾グ㘓䞉⏕䛜ྍ⬟

ÕÃ÷éî¯Òïáä Ðìõçéî

●InRoadsプラグイン

●TRACKSプラグイン

●ECOドライブプラグイン

●リプレイプラグイン

㉮⾜䝻䜾䜢ᇶ䛻䚸⮬ື㌴㐠㌿䛻䜘
䜛⇞ᩱᾘ㈝㔞䛾ィ⟬䚸㓟Ⅳ⣲
ฟ㔞䚸䜾䝷䝣సᡂᶵ⬟䜢ᨭ

㌴୧䞉Ṍ⾜⪅䛺䛹䛾ືస䜢䚸䝸䜰䝹䝍䜲䝮䛻グ㘓䛧⏕

●ログ出力プラグイン
㐠㌿㌴୧䛾ᗙᶆ䚸ྥ䛝䚸㏿ᗘ䚸䝝䞁䝗䝹⯦ゅ➼䛾
ሗ䚸㏻ὶ䜔䜻䝱䝷䜽䝍➼䛾ሗ䜢CSVᙧᘧ䛷ಖᏑ

●マイクロ・シミュレーション・プレーヤー プラグイン

ǽǽǽÕìôéíáôåൈໄଃᢐൡᑤ¨Áäöáîãåä«Äòéöéîç Óéíൈໄଃᢐൡᑤֆɓ©

●IFCプラグイン

●12d Model プラグイン

IFC䝣䜷䞊䝬䝑䝖䛷グ㏙䛥䜜䛯䝕
䞊䝍䛾䜲䞁䝫䞊䝖/䜶䜽䝇䝫䞊䝖

ᆅᙧ䝰䝕䝸䞁䜾䚸 㔞䚸ᅵᮌタィ
䛾䝖䞊䝍䝹䝋䝸䝳䞊䝅䝵䞁12d䜢ά
⏝䛧䚸ᆅᅗసᡂ䚸⏝ᆅ䝺䜲䜰䜴䝖䚸
㐨㊰䞉㕲㐨䞉Ꮿᆅ㐀ᡂ䚸⎔ቃᙳ㡪
ㄪᰝ➼㎿㏿䛻㐍䜑䜛䛣䛸䛜ྍ⬟

●マンセルカラースペース出力プラグイン
UC-win/Road䛻⾲♧䛥䜜䛯ᬒほ䜢䛂䝬䞁䝉䝹䜹䝷䞊䝅
䝇䝔䝮䛃䛷䛾⾲⌧䛻ኚ䚸䝣䜯䜲䝹䛻ಖᏑ

●駐車場モデル読み込み
プラグイン・オプション
䛂㥔㌴ሙసᅗ䝅䝇䝔䝮䛃䛷సᡂ䛧
䛯㥔㌴ሙᅗ㠃䝕䞊䝍䜢䜲䞁䝫䞊䝖

●無料ビューア出力プラグイン
UC-win/Road Free Viewer Version䛷㜀ぴྍ⬟䛺
䝕䞊䝍䝣䜯䜲䝹䜢ฟຊ

ÕÃ÷éî¯Òïáä Ïðôéïîᴥҝۨᴦ
●モーションプラットフォーム
プラグイン・オプション

●cycleStreet連携
プラグイン・オプション

䝗䝷䜲䝤䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛾䜸䝥䝅䝵䞁䚹
INNOSIMULATION,Inc䛻䜘䜛䝰䞊䝅
䝵䞁䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛻㐃ᦠ

䛂City Edition䛃䠄ᰴᘧ♫䝣䝻䞊
䝧䝹䠅䛸㐃ᦠ䚸䝨䝎䝹䜢₈䛠䛸CG䛜ື䛝䚸䝀䞊䝮ឤぬ䛷
䜶䜽䝃䝃䜲䝈䛷䛝䜛⤌䜏䜢ᐇ⌧

●津波プラグイン・オプション
3ḟඖὠἼ䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䝁䞊䝗
䛾ゎᯒ⤖ᯝ䜢ྍど

●土石流シミュレーションプラグイン・オプション
●RoboCar®プラグイン・オプション
䜹䞊䝻䝪䝔䜱䜽䝇䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮
䛂RoboCar㼹䛃䛻㐃ᦠ䛥䛫䚸ᶍᆺ㐨
㊰ୖ➼䛷ไᚚ䛥䛫䜛䝅䝇䝔䝮

」ᩘྎ䛾PC䜢ྠᮇ䚸ᫎീฟຊ䚸䝗
䞊䝮ᆺ䝇䜽䝸䞊䞁䜔㆟ᐊ䛺䛹䛾
䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛻⏝ྍ⬟

●OHPASSプラグイン・オプション

●3D点群・出来形管理
プラグイン・オプション

㐨㊰᭱㐺⥺ᙧ᥈⣴䝅䝇䝔䝮
OHPASS䛾ィ⟬⤖ᯝ䜢㐃ᦠ

タィ್䚸ᐇ ್䠄Ⅼ⩌䝕䞊䝍䠅䛸䛾
ᕪศィ 䚸ฟ᮶ᙧ⟶⌮ᖒ⚊䜢సᡂ

●AIMSUN連携プラグイン・オプション

●写真処理拡張
プラグイン・オプション

㏻ゎᯒ䝋䝣䝖Aimsun䛻䜘䜛
₇⟬⤖ᯝ䜢VR䛷⌧

3ḟඖⅬ⩌䝕䞊䝍䛻䚸⏬ീ䛷╔Ⰽ
䛩䜛䠄Ⰽሗ䠅ᶵ⬟䠄Ⅼ⩌䝰䝕䝸䞁
䜾䝥䝷䜾䜲䞁䛜ู㏵ᚲせ䠅

●Legion連携プラグイン・オプション
ⱥLegion♫䛷㛤Ⓨ䛥䜜䛯Ṍ⾜⪅
䠄⩌㞟䠅䝅䝭䝳䝺䞊䝍䛂LEGION
STUDIO䛃䛾ゎᯒ⤖ᯝ䜢ྍど

●運転診断
プラグイン・オプション
㐠㌿⪅䛾ᢏ⬟䜢ホ౯䝅䝇䝔䝮
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UC-1 ᅵ▼ὶ䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛸䚸ゎᯒ⤖ᯝ䜢ྍど䛩
䜛UC-win/Roadᅵ▼ὶ䝥䝷䜾䜲䞁䛾⤫ྜ䝅䝇䝔䝮

●クラスターオプション

●スパコンクラウド®流体解析
連携プラグイン・オプション
OpenFOAM䛺䛹䛾ὶయゎᯒ⤖ᯝ
䜢䜲䞁䝫䞊䝖䛧䚸ྍど

●騒音シミュレーション
スパコンオプション

●UC-win/RoadDWGツールオプション
CIM䜢ᨭ䛩䜛3D/2D䝕䞊䝍
䠄3D䝰䝕䝹ฟຊ䝥䝷䜾䜲䞁䛜ู㏵ᚲせ䠅

●Rhino®プラグイン・オプション
╔Ⰽ๓

Rhinoceros㼹䛷సᡂ䛧䛯3D䝰䝕
䝹䜢䚸3D✵㛫䛻⾲♧䛩䜛䛯䜑䛾䝥
䝷䜾䜲䞁

╔Ⰽᚋ

●キネクトプラグイン・オプション
≀⌮䝁䞁䝖䝻䞊䝷䜢⏝䛧䛺䛔య
ឤᆺ䛾䝀䞊䝮䝅䝇䝔䝮Kinect䛛䜙
䛾ሗ㐃ᦠ

●Oculus Riftプラグイン・オプションǽ
ᫎീ䛻ṍ䜏䜢ຍ䛘ฟຊ䚸䝉䞁䝃䝕
䞊䝍䜢⏝䛔䛶㢌䛾ື䛝䛻ྜ䜟䛫䛶
どⅬ䜢㏣ᚑ

シミュレーション

【アプリケーションソフト本体】 ※Trial VersionはＨＰからダウンロード申込みできます。
UC-win/Road Ver.10 Advanced

¥970,000

対応言語 UC-win/Road：日/英/韓/中/仏/伊
特集・
ソリューション

点群モデリング、
Civil 3D、InRoads、xpswmm、12D Model、3Dモデル出力などを含む

UC-win/Road Ver.10 Driving Sim

¥1,280,000

ECO ドライブ、
ドライブシミュレータ、
マイクロ・シミュレーション・プレーヤーなどを含む

UC-win/Road Ver.10 Ultimate

¥1,800,000

Driving SimおよびAdvancedに含まれている全てのプラグインを含む※1

UC-win/Road Ver.10 Standard

¥630,000

プラグイン・オプションを含まない標準製品
シミュレーション

UC-win/Road Ver.10 Presentation Version

¥66,000

Visual Option Toolsなどプレゼンテーション機能が使用できる製品

UC-win/Road Ver.10 Cluster Client Version

¥66,000

クラスターオプション
（複数PCによる負荷分散マルチモニタ表示）
のクライアントPC用

UC-win/Road Ver.10 Multi User Client Version

¥118,000

UC-win/Road Ver.10 Free Viewer

無償

UC-win/Road Education Version

¥54,000

FEM 解析

クラスターオプションによるネットワーク・マルチドライバー機能に対応したクライアントPC用
3D空間での自由な移動、
スクリプト再生が可能な無料ビューア。
プラグイン出力データ対応
バーチャルリアリティ作成教育ソフトウェア
（小学生、中学生、高校生、18歳未満の学生・生徒対象）
※1

エンジニア
スイート

オプション別売製品（VR-Cloud®、SDK、クラスタ、モーション、RoboCar®など）は、含まれません。
構造解析・
断面

【各種プラグイン対応表】
プラグイン

Advanced

Driving Sim

Ultimate

価格

詳細

ドライブシミュレータ プラグイン

䠉

䕿

䕿

¥336,000

実車型ドライブシミュレータを組み合わせるためのプラグイン

ECOドライブ プラグイン

䠉

䕿

䕿

¥336,000

自動車運転による燃料消費量の計算

リプレイ プラグイン

䠉

䕿

䕿

¥173,000

車両や歩行者のモデルの動きを記録し、再生（リプレイ）

ログ出力プラグイン

䠉

䕿

䕿

¥336,000

車両の座標、向き、速度、舵角などの情報ログ出力

シナリオ プラグイン

䕿

䕿

䕿

¥173,000

運転状況に合わせたVR環境の動きを制御

コミュニケーション プラグイン

䕿

䕿

䕿

¥336,000

Webベースのコミュニケーションシステム

マイクロ･シミュレーション･プレーヤー プラグイン（VISSIM対応）

䕿

䕿

䕿

¥336,000

OpenMicroSim形式のシミュレーションの記録・再生

S-PARAMICS 連携プラグイン

䕿

䠉

䕿

¥80,000

道路形状データの交換を行うS-PARAMICSとの連携

点群モデリング プラグイン

䕿

䠉

䕿

¥173,000

Civil 3D プラグイン

䕿

䠉

䕿

¥75,000

EXODUS プラグイン

䕿

䠉

䕿

¥336,000

英国グリニッジ大学の避難解析「EXODUS」
とのデータ連携

GIS プラグイン

䕿

䠉

䕿

¥284,000

GIS形式ファイルのUC-win/Roadへの変換

橋梁上部工

橋梁下部工

基礎工

仮設工

点群データによるVRモデリング・UC-win/Roadサポート
道路土工

Autodesk社
「Civil 3D」
とのデータ連携

港湾

InRoads プラグイン

䕿

䠉

䕿

¥75,000

OSCADY PRO プラグイン

䕿

䠉

䕿

¥118,000

SIDRA プラグイン

䕿

䠉

䕿

¥75,000

TRACKS プラグイン

䕿

䠉

䕿

¥173,000

土地利用、交通モデリングシステム
「TRACKS」
とのデータ連携

xpswmm プラグイン Ver.2（for Tsunami）

䕿

䠉

䕿

¥336,000

流出・氾濫解析シミュレータ
「xpswmm」
とのデータ連携

騒音シミュレーション プラグイン

䕿

䠉

䕿

¥336,000

VR空間上に音源・受音面を配置し、音の広がりをシミュレート

3Dモデル出力プラグイン

䕿

䠉

䕿

¥80,000

地形や3Dモデル、
道路、樹木等を3ds形式でファイル出力

IFC プラグイン・オプション

䠉

䠉

䕿

¥80,000

IFCフォーマットの地形データをインポート

12d Model プラグイン

䠉

䠉

䕿

¥75,000

12d Solutions社
「12d Model」
とのデータ連携

マンセルカラースペース出力プラグイン

䠉

䠉

䕿

¥232,000

駐車場モデル読み込み プラグイン

䠉

䠉

䕿

¥80,000

駐車場作図システムで作成した図面データをインポート

UC-win/Road 無料ビューア出力 プラグイン

−

−

○

¥75,000

UC-win/Road Free Viewer用のデータファイルを出力

Bentley Systems社「InRoads」
とのデータ連携
TRL社「OSCADY PRO」
とのデータ連携

水工

交差点設計ソフトウェア
「SIDRA」
とのデータ連携
地盤解析・
地盤改良

CAD/CIM

維持管理・
地震リスク

画面上の景観を
「マンセルカラーシステム」
での表現に変換
プラント・
建築

船舶・避難

【別売オプション】
騒音シミュレーション・オプション スパコンオプション
※1

¥18,000/月

3D点群・出来形管理プラグイン・オプション

¥316,000

モーションプラットフォーム プラグイン･オプション

¥860,000

写真処理拡張プラグイン・オプション

¥200,000

リモートアクセス プラグイン・オプション

¥336,000

津波プラグイン・オプション

¥336,000

RoboCar® プラグイン・オプション

¥336,000

土石流シミュレーションプラグイン・オプション

¥336,000

OHPASSプラグイン・オプション

¥550,000

UC-win/Road DWGツール・オプション※3

AIMSUN連携プラグイン・オプション

¥300,000

¥80,000

Rhinoプラグイン・オプション

¥100,000

¥80,000

運転診断プラグイン・オプション

¥400,000

cycleStreet連携プラグイン・オプション

¥100,000

F8キネクトプラグイン・オプション

¥232,000

スパコンクラウド® 流体解析連携プラグイン・オプション

¥336,000

Oculus Riftプラグイン・オプション

Legion連携プラグイン・オプション

※2

クラスタープラグイン・オプション

¥860,000

※1

：システム開発用のみ提供

¥50,000
※2

：基本構成：スレーブPC 3台、サーバPC 1台
※３
：別途「3Dモデル出力プラグイン」が必要
䈜⾲♧౯᱁䛿䛩䜉䛶⛯ู䛷䛩䚹

11

紹介
プログラム

技術サービス・
サポート

