シミュレーション

®

(UC-win/Road Adv 標準)

Ver.6

Collaboration
￥550,000
Standard
￥336,000
サブスクリプション価格
P.116〜117参照

クラウド上でVRを活用する統合ソリューション

Windows 7/8/10 対応

VR-Cloud®はクラウドサーバ上で3D・VRを利用する合意形成ソリューション。
インターネット環境さえあれば、
シンクライアントでもWebブラウ
ザでVR空間を操作できます。Android™クライアントに対応。

VR-Cloud® Collaboration 機能の活用例

◆VRおよびドライビングシミュレータにかかる関連特許取得䠄H29.1.20䠅
◆携帯端末の操作意図、反応処理による運転シミュレーション技術
ション技術
䠄H27.3.27䠅
◆携帯端末を用いた運転シミュレーション装置 䠄H27.3.13䠅䠅
◆仮想空間情報処理システム 䠄H26.1.24䠅
◆a3S：クラウド伝送ライブラリ特許 䠄H25.9.20䠅
◆クラウドコンピューティングのアーキテクチャ 䠄H25.10.25䠅
◆運転シミュレーションの入力デバイス 䠄H24.12.7䠅

◉ Android™版クライアントでは、GPSを利用した位置情報の取得が可能
▲デザインミーティングの例：メイン画面での手書きデザイン入力
ビデオ会議システム（Skype）を利用した協議シーン

◉ xpswmmシミュレーション
（洪水、津波解析等の結果）

【3Dモデルの管理・操作・保存】
◉ 公開中のデータに保存されている3Dモデルリストを、
クライアントから閲覧可
能、
配置されている3Dモデルを、
クライアントから自由に動かすことが可能

【3D掲示板・注釈・景観評価（Collaboration）】
◉ VR空間にディスカッション・注釈作成、
アイコン表示、
他ユーザによる返答
▲視点位置はVRでシーンを自在に選定

▲ディスカッション注釈の3Dアイコン表示

「水木しげるロード× VR-Cloud® Ver6.1」

◉ マーキングによるVR空間内での景観評価作成、一覧のHTML出力

【写真（Collaboration）】
◉ VR空間内でのアイコン表示、写真の閲覧、
編集、
削除が可能
◉ 撮影視点位置、
Android™端末のGPSから配置選択

【複数ユーザによるコンファレンス
（Collaboration）】
◉ 視点の共有、
テキスト、
ビデオ、
音声によるコミュニケーション
◉ パスワードによるアクセス制限

【VR-Cloud® スクリプトプラグイン
（VR-Cloud® SDK）】
◉ テキストエディタでスクリプト言語（AngelScript）
によるブログラムを作成し、独
自機能の実装が可能。C/C++に近いスクリプト言語によるコーディングが可能
◉ VR-Cloud®クライアントのユーザインターフェースをカスタマイズ
◉ 公開するコンテンツに応じて異なるGUIを開発可能。VR-Cloud®のカメラ
（視点）
位置・環境の変更、
運転走行開始など、様々なコマンドを実行可能

【Rhino®プラグイン
（別売オプション）】
◉ Rhinoceros 3D®で作成した3Dモデルを、UC-win/Roadで表示するプラグイン
境港市水木しげるロードのリニューアル計画では、設計案の合意形成と
PRのためにVRを作成し、関係者や市民に具体像を披露した。VR-Cloud®
をデータ共有による遠隔デザインミーティングに活用。
提供：大阪大学 大学院工学研究科 環境・エネルギー工学 福田知弘研究室

◉ a3sによってUC-win/Road(サーバ)-Rhinoceros®(クライアント)間で通信
◉ Rhinoceros®での3Dモデルの編集状況を、UC-win/Roadに反映
◉ 3D空間上に配置した状態のまま編集可能
モデル
◉ VR-Cloud®との併用で、Rhinoceros®のモデルをVR-Cloud®で閲覧可能、
の描画方法（ワイヤフレーム、
テクスチャあり・なし)変更にも対応

製品名

機能
▼ホームメニュー

Collaboration

Standard版に加え、
3D掲示板・景観評価・注釈・写真・複数
ユーザによるコンファレンス機能など、
クラウド上でのより高
度なVRの活用が実現。

Standard

独自伝送技術
「a3S(Anything as a Service)」
を実装した独自
のクライアントによるクラウド型VRアプリケーション。

【オペレーションモード
（視点、動作）】
◉ フリーモード
（インタラクティブで自由な視点位置操作）
◉ 各種シミュレーション
（道路走行、
フライパスでの飛行、
自由歩行）
、
シナリオの実行、
ビデオ再生にも対応
◉ スクリプト
（自動プレゼンテーション）
◉ ドライビングシミュレーションにおける車両モデル選択
◉ キーボードによるマニュアルドライブ
（特許取得）
◉ マルチクライアント、
操作権限の取得によるオペレーション
◉ 設定：コンテクスト
（一括環境設定）
、
交通流トラフィックおよび環境設定ON/OFF
お気に入り、
閲覧履歴）
の表示
◉ ホームメニュー
（データ一覧、
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▼Androidクライアント操作画面

シミュレーション

ÖÒÃìïõä®ȺͶ᮷ᴞ

ÖÒÃìïõä®ȺͶ᮷ᴞ࿑ᜫʤ˂ʂ䠖http://www.forum8.co.jp/product/ucwin/VC/VC-taiken.htm

特集・
ソリューション
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シミュレーション

➨16ᅇ 䛂⩚⏣✵ VR䝅䝭䝳䝺䞊䝍䛻䜘䜛ᩍ⫱カ⦎䛃 ➨16ᅇ 䛂∹⏣ᕷෆ㊰㠃㟁㌴㌶㐨ཬ䜃ἢ⥺䛾ඖ䛃 ➨16ᅇ 䛂䝰䝞䜲䝹ᆺᏳᩍ⫱య㦂
➨16ᅇ 䛂ୗỈ㐨⟶㊰ㄪᰝ䝕䞊䝍䛛䜙䛾
ᰴᘧ♫䝯䜲䝽䝇䜹䜲䝃䝫䞊䝖
ᑼ㍜ົᡤ
4DVR䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛃
䚷䚷䚷䚷 3D䝰䝕䝹䛾⼥ྜ䛃
㡑ᅜ㏻Ᏻබᅋ
⟶㊰ሗά⏝᭷㝈㈐௵ᴗ⤌ྜ
FEM 解析

エンジニア
スイート

➨16ᅇ 䛂䝕䝆䝍䝹䝃䜲䝛䞊䝆䛻䜘䜛䝗䝷䜲䝞䞊㐠㌿⾜Ⅽ䜈䛾 ➨16ᅇ 䛂ᮌ᭦ὠᕷἢᓊ㒊㛤Ⓨᥦ䝰䝕䝹䛃
䚷 ᙳ㡪䛻㛵䛩䜛◊✲⏝VR䠉ᆺ䝕䝆䝍䝹䝃䜲䝛䞊䝆䛾ㄏᝨ䛃䚷 ᮌ᭦ὠᕷ
䝋䜴䝹ᕷ❧Ꮫ

➨16ᅇ 䛂つᶍᆅ㟈䛻䛚䛡䜛⥭ᛴ⅏ᐖᑐᛂVR䛾ᥦ䛃 ➨14ᅇ 䛂⮬ື㐠㌿䝁䝑䜽䝢䝑䝖HMI
ி㒔ᕷ❧అぢᕤᴗ㧗➼Ꮫᰯ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷 VR䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛃䚷
䠄ி㒔ᕷ❧ி㒔ᕤᏛ㝔㧗➼Ꮫᰯ䠅
䝟䜲䜸䝙䜰ᰴᘧ♫

構造解析・
断面

ǴÖéòôõáì Äåóéçî ×ïòìä Ãõð ᵻޙႆÂÉÍᴣÖÒʑʀɮʽɽʽʐʃʒ ɴʽ ɹʳɰʓᵻ

Grand Prix

Excellent Award

HONORABLE JUDGE Award
橋梁上部工

橋梁下部工

➨7ᅇ 䛂Yangon green labs䛃
Living labs䚷ᅜ❧㧗㞝Ꮫ䠄ྎ‴䠅

➨7ᅇ 䛂Golden Hub䛃
Three People Studio䚷ᅜ❧㧗㞝Ꮫ䠄ྎ‴䠅

HONORABLE JUDGE Award

HONORABLE JUDGE Award

➨7ᅇ 䛂The Connecting Center䛃
MPT䚷㏻㐠㍺Ꮫ䠄䝧䝖䝘䝮䠅

Grand
Gran
Gr
ran
and
d Prix
Prix
Pr
ix

HONORABLE JUDGE Award

基礎工

仮設工

➨7ᅇ 䛂WATER LINK䛃
Wu-Gao-Song䚷ᅜ❧㧗㞝Ꮫ䠄ྎ‴䠅

➨7ᅇ 䛂Yangon Eco Street䛃
Archimap䚷ᯘᏛᰯ䠄㡑ᅜ䠅

Ǵ࣮ኳȻ᥆ࢍɁʠʷɺᴷ³Äʑʂʉʵʁʐɭ

➨7ᅇ 䛂Yangon Two-faced Well䛃
influencer䚷 ⰪᾆᕤᴗᏛ䠄᪥ᮏ䠅

➨6ᅇ 䛂Green Wave䛃
Dreams䚷ᅜ❧㧗㞝Ꮫ䠄ྎ‴䠅

Ǵแฯᜓ

ǴÕÃ÷éî¯Òïáä ÄÓൈໄʑ˂ʉ

道路土工

港湾

Ἀ⦖䠖⾜㐂䜚䜀ᘵ䚷

䝻䞊䝬䠖୍᪥䛻䛧䛶ᡂ䜙䛪

xpswmmὠἼゎᯒ䝕䞊䝍

水工

㤳㒔㧗㏿㐨㊰ 4ྕ᪂ᐟ⥺

開発キットライセンス
￥336,000
サーバライセンス
￥440,000

a3S（Anything as a Service）SDK
汎用的なアプリケーション開発に活用できる
データ伝送ライブラリ
「a3S」のカスタマイズキット

10クライアント
￥440,000
クライアント数無制限
￥550,000

◉ FORUM8が独自に開発したマルチメディアクラウドシステム
大容量のデータを高速に伝送
◉ 高画質のビデオ・音声、
◉ a3Sの機能を利用したクラウドコンピューティングのためのAPを開発可能
◉ 対応プラットフォーム：Windows
（Android, Linux, iOSは順次対応予定）
Embarcadero社Delphi™
◉ 開発言語：C/C++，

【パブリッククラウドからプライベートクラウドまで多様な形態に対応可能】
◉ クラウドデータ共有システムや大容量データ伝送サービス
◉ ビデオホスティングやオンデマンド映像配信サービス
メッセージサービスの提供
◉ チャット機能や掲示板、
◉ クラウドゲームサービスの開発、展開

CAD/CIM

有償セミナー

オリジナルのクラウドアプリケーションを作成可能な開発キットSDK
（Software Development Kit）
です。
ビデオや音声のストリーミング、
高速データ伝送システムを用いた大
容量データの送受信等の機能を利用し、
様々なタイプのクラウドサービスを展開することが可能になります。

【最先端アーキテクチャによるクラウドシステムの開発をあなたの手で】

地盤解析・
地盤改良

維持管理・
地震リスク

プラント・
建築

【a3Sマルチメディアクラウドシステムのコアモジュール】
◉ a3S Protocol：TCPプロトコルを制御するコア部分・サーバと個々のクライアント
の接続、
コマンド制御、同期、認証システムの管理等
デコー
◉ a3S Multimedia：最新の動画像圧縮技術を用いたビデオのエンコード、

船舶・避難

ドや、
負荷の少ない音声のストリーミングを実現
◉ a3S Data：一度に4GBまで伝送可能なデータマネジメントシステム

【a3Sを用いたシステム構築例】
◉ VR-Cloud®はa3sを用たシステムで、
サーバに設置した
「UC-win/Road」の高品
質な映像や車両走行音等の音声を伝送し、
クライアントで共有
カメラ撮影画像、GPS等の様々な情報をサーバに伝
◉ クライアントの操作、入力、

紹介
プログラム

送して3次元空間に反映、多数のクライアントで共有可能

◉ 既存アプリケーションのクラウドバージョンの開発
䝃䞊䝞䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁

■特許取得
a3S䠄Anything as a Service䠅䠖䜽䝷䜴䝗ఏ㏦䝷䜲䝤䝷䝸
3D䞉VR䜽䝷䜴䝗䚸VR-Cloud㼹䛾䝕䞊䝍㓄ಙᢏ⾡
䛆ྲྀᚓ᪥䛇2013ᖺ9᭶20᪥ 䛆≉チ␒ྕ䛇 ➨5367687ྕ

䝃䞊䝞䝰䝆䝳䞊䝹
㻌㻔㼍㻟㻿㼋㻿㻾㼂㻕
䝬䝹䝏䝯䝕䜱䜰䝰䝆䝳䞊䝹
㻔㼍㻟㻿㼋㻯㻻㻰㻱㻯㻕
㻔㼍㻟㻿㼋㻭㼁㻰㻵㻻㻕

䜽䝷䜲䜰䞁䝖䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁
䜽䝷䜲䜰䞁䝖䝰䝆䝳䞊䝹
㻌㻔㼍㻟㻿㼋㻯㼁㻕
䜽䝷䜲䜰䞁䝖䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁

㼍㻟㻿
䝁䜰䝰䝆䝳䞊䝹

䜽䝷䜲䜰䞁䝖䝰䝆䝳䞊䝹
㻌㻔㼍㻟㻿㼋㻯㼁㻕
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技術サービス・
サポート

