シミュレーション

システム価格
￥6,600,000〜
UC-win/Road含まず

ドライブシミュレータ
四輪実車型シミュレータ

完全な制御環境下で多様な走行環境を生成し、反復再現ができます。近年、
ドライブシミュレータは、車輌システム開発やITS交通システム研
究、
ドライバ、車、道路、交通との相互作用研究などに数多く適用されています。
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【CarSim連携対応】
UC-win/Road体験シミュレータ上からの運転操作によって、乗用車のさまざま
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な運転条件（アクセル、
ブレーキ、ハンドル操作）
と環境条件（路面の高低差、摩
擦係数、横風等)での動的挙動を解析し、
モーションにリアルな動きを与え、VR走
行シミュレーションを行うことが可能です。

UC-win/Road簡易シミュレータ

コンパクト・ドライブ・シミュレータ
■システム構成
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UC-win/Road SensoDrive Simulator
UC-win/Road フォースフィードバック対応ドライブシミュレータ
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UC-win/Road
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SENSO-Wheel㛤Ⓨ䠖SENSODRIVE GmbH (⊂)

体験シミュレータ

ハイウェイドライビングシミュレータ

6軸モーション対応・
ドライビングシミュレータ

高速道路上での危険を伴う事象を
ドライビングシミュレータで再現
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シミュレーション

UC-win/Road安全運転シミュレータ
運転シミュレーター型式認定基準に準拠した
運転教習所向けのドライビングシミュレータ
（未認定）
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情報利用型人間−自動車−交通流
相互作用系シミュレーションシステム

特集・
ソリューション

６自由度0.7Ｇ対応モーションプラットフォームの
高度研究用ドライビングシミュレータ
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シミュレーション

FEM 解析

エンジニア
スイート
© 九州大学

䕦ᝏ᮲௳ୗ䛷䛾㐠㌿ᩍ⩦ᩍᮦ

構造解析・
断面

8DOF交通安全シミュレータ

車両性能実証装置
高精度ドライビング・シミュレーターシステム

高性能大型ドライビングシミュレータ
6⮬⏤ᗘ䝰䞊䝅䝵䞁䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛸Yaw䝔䞊䝤䝹䚸X䝔䞊䝤䝹䛷ᵓᡂ
䛥䜜䜛8⮬⏤ᗘ㌴୧㐠ື䝰䝕䝹ᐇ㌴㐠㌿ᶍᨃ⨨䛷䛩䚹
UC-win/Road䛾䜽䝷䝇䝍ᵓᡂ䛻䜘䜛360ᗘᢞᙳ⨨䚸㡢㡪䝅䝇䝔䝮䚸
ື⨨䛺䛹䛻䜘䜚㝈䜚䛺䛟ᐇ㐠㌿䛻㏆䛔⎔ቃ䜢ᥦ౪䛧䜎䛩䚹
Equipment Room

Operating Room

Step to OP Room

橋梁上部工

大型5面立体視ドライビング・シミュレーター
VR✵㛫ෆ䛷䛾㐠㌿䞉㌴୧㉮⾜ᶍᨃ䜢ᐇ⌧䛧䛯ୡ⏺ึ 䈜ᆺ5㠃❧య
ど䝗䝷䜲䝡䞁䜾䞉䝅䝭䝳䝺䞊䝍䛷䛩䚹ே㛫≉ᛶ䞉ឤᛶ䛾㧗ឤᗘ䝰䝙䝍䝸䞁
䜾䞉ᩘᏛ䝰䝕䝸䞁䜾䛻㛵䛩䜛◊✲㛤Ⓨ䛻᭱㐺䛺䝅䝇䝔䝮䛸䛧䛶ᵓ⠏䛥䜜
䛶䛔䜎䛩䚹ྡྂᒇᏛ䝘䝅䝵䝘䝹䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䞉䝁䞁䝥䝺䝑䜽䝇䠄NIC䠅
ෆ䛻タ⨨䛥䜜䚸2015ᖺ6᭶12᪥䚸㛤ᡤᘧ䛸ే䛫䛶ᢨ㟢䛥䜜䜎䛧䛯䚹
ෆ䛻

橋梁下部工

基礎工

Motion Platform/Dom

Main Power Box

Main Gate

交通流シミュレータ
ータ

仮設工
車両運動シミュレータ
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道路土工

高齢者運転シミュレータ

車いすシミュレータ

ドライブシミュレータを活用した認知機能低下の検出、
運転能力の評価、運転能力の訓練システム

車いす利用時の事故発生の危険性を認知して、
より安全な利用が可能となるシステム
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自転車シミュレータ

鉄道シミュレータ
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研究開発、教育・訓練、広報展示目的の
鉄道運行シミュレータ
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