
グループシミュレーションシステム



ONHYS

ユーザーを中心にする

現在の生活の品質はバリアフリーおよびサービスのベースとなっている。

人口の増加によって、交通や安全を含む都市サービスに関する多大な問題を引
き起こしやすい。インテリジェント化の情報処理は都市会社により良い都市環
境を提供することができる。

このような情報の統合と利用は、人口増加のニーズを満たすためのイノベー
ションなサービスの探索を促進することができる。

2015年に設立されたONHYSは、歩行者のシミュレーション、ソフトウェア開
発とコンサルティングサービスなど事業を行う会社である。ONHYSはユーザー
を中心にして、都市デザインの視点を変えたいと考えている。

私たちの仕事および持続的なイノベーションは、サービスの品質を新しいレベ
ルにするソフトウェアソリューションを提供することを目的としている。

ONHYSの使命としては、将来の先端解決策を検証することによって運営専門家
たちに協力する。

ONHYSのビッジョンとしては、イノベーション的な解決方案を提供するととも
に、変革と進歩に貢献する。



行為のシミュレーション

行為のシミュレーションは，仮想環境における歩行者の状況に対してより明確なモデルを
提供することができる。どんな状況においても設定の形で定義でき、私たちのシミュレー

ターで仮想のテストができる。

コアな技術

私達の技術は人工知能（AI）および建築情報モデル（BIM）を組み合わせている。ユニーク
な方法には15年の研究開発のノウハウがあり、フランスの機関の「Institut National de
Recherche en Informatique et Automatique」 (INRIA)の技術の譲渡を受けている。

ONHYSの解決方案

計画

フィールドの運営

最適化

人流の管理

行動

意思決定の簡易化



ONHYS ONEはプロジェクトの人の流れに挑戦する解決方案である。

イノベーション この特性はは15年の研究開発のノウハウがあり、フランスの機関の
「Institut National de Recherche en Informatique et Automatique」 (INRIA)の技術の
譲渡を受けている。ONHYS ONEは、グループシミュレーションシステムにおける豊富
な多様性と比較できないリアリティにより、良いパフォーマンスができる。

柔軟性 この特性は、デザイナー達が直接に建築物および都市の三次元モデルを操

作することができ、複雑なマルチサイト、マルチフロアトポロジーを含む。

ユーザーフレンドリー この特性は、多くの環境や配置を迅速にテストすることができ
る。快適性、安全性、情報の可視化において特に適用する。

ONHYS ONEは、ユーザーが早く簡単に渋滞のボトルネック問題を確定することがで
き、インフラ設備および都市のデザインを調整し、新しい配置方案を最適化でき、高

い品質基準を求める。

ONHYS ONEのエミュレータ

柔軟性

イノベーション

ユーザーフレンドリー



COVID-19モジュールはウイルスが室内外での感染状況をシミュレーションして
分析することができる。

ターゲットの違い

• 免疫者、健康な人、感染者、感染者との接触者

感染するメカニズム

• 直接、人対人
• 間接、空気および物体の表面により
• 保護措置：マスク、社交の距離を取る

分析

• 汚染の進化
• 環境および人類の汚染図

応用する分野

• リスクエリアの識別
• 防護設備の効果
• プログラムの調整

モデルのすべてのパラメータは研究の進展によって変更することができる。

COVID-19 ModuleONHYS ONE– COVID-19モジュール



運営データには、具体的な行動習慣、環境およ

び環境に対する開発データを反映する。

これらのデータは人々の異なる刺激、例えば火
災警報などの具体的な反応に関する方面を含む。
そして、機械階段の循環容量などの環境施設を
含む。

環境 人の流れ 運営

人の流れのデータはシミュレーションの人物の特

徴、人数、ルートおよび注意点などを含む。

このデータはお客様から提供することができる。
そして、統計情報、カメラの人数統計、IoT設備、
現場定性及び定量調査を含めた様々なデータ
ソースが統合している。

環境データは3次元BIM実体のモデルの処理操

作により取得できる。シミュレーションの「シーン」
が生成できる。

ONHYS ONE自体はBIMに対応でき、自動的に環
境設定方案を実行することができる。プロジェクト
の更新に注目することにより、様々な設計を評価
することができる。柔軟性が高める。

ONHYS ONE  – ワークのフロー



イベントの企画および運営には物流、バリアフ

リー、安全性に特に注意が必要がある。ONHYS
解決方案はイベントの場所および都市との接続

の両方から全面的に解決できる。

ONHYSはイベントの主催者達に様々な状況での
人の流れの動態変化を予測することができる。
そのため、参加者の内外の人の流れを予想し、
プロセスを最適化し、効果的に進める。

インテリジェントの施設 都市の管理 イベントの管理

ONHYS技術は異なる尺度に適用できる。単一の

建築から地域全体まで、バリアフリーの評価から
都市をつなぐマルチ乗り換えプラットホームの設

計まで適用できる。

さまざまな分野の問題を解決できる。例えば、安
全性、人員の安全性、公共場所の改造および商
業性の都市計画など。私たちの解決方策はユー
ザーの観点を採用することによって、ユーザーの
期待をよりよく理解することができる。

ONHYS解決方案は空港、駅、デパートなどの公

共インフラの管理に適用する。内外の人の流れ
をよりよく予測し管理することができる。

私たちの技術は政策の決定者たちに運営パラ
メータをテストして最適化することができ、より効
果的にプロセスを進める。例えば、通路の制御、
障害者の道路、撤退するプログラムおよび近くの
運送ルート。

応用する分野



応用

ONHYS ONEはイノベーション、ユーザーフレンド

リーおよび柔軟性を備える意思決定ツールである。

都市計画者，建築士都市計画者、建築家および

基礎施設の運営者はONHYS ONEを使って、プロ
ジェクトの設計、その実施および運営管理を含め
て下記の操作を行う ：

• 場所の設計および操作手順をテストして最適
化する；

• ユーザーの安全性と体験を改善する ；
• KPIを最適化する；
• 投資および運営コストを削減する；
• 操作手順のトレーニング。
シミュレーションは歩行交通システムの働き方と

ユーザーの場所体験を強調することができる。

利益

ONHYS ONEは、設計と大量の資金を投入する前
に、まずプロジェクトをテストすることができる。

プロジェクトのライフサイクル全体においても、プ

ロジェクト納入後に政策立案者にサポートを提供
することができる。

現場施工や修復に先立った操作条件シミュレー

ションには、関連する挑戦に対して迅速且つ直接
的に理解できる。

構造設計をどのように最適化するかを明確し、必
要な容量を達成するとともに、安全性および快適
性を最大限に改善することができる。

新たな傾向の可視化は、関係者間の交流を促進
し、利害関係者の確認ができる。

成果

機能的の観点から見ると，ONHYS技術は有効な
解析ツールを提供することができる。

行為シミュレーションは，関連する多様な分析指

標を特徴づけることができる。例えば；

• 出かけるおよび待ち時間；
• バリアフリー、密度、快適性、サービスのレベル；
人の流れは全体の環境の中の潜在的な可視
性

ONHYS ONEは施設の規模、通路の制御、ルート
の最適化、障害の処理およびビジネスの潜在力
に関する詳細な方案を提供することができる。

更に、ONHYS ONEはこれらのすべての問題に同
時に対応できる。

ONHYS ONE  – 価値の主張



技術 –AIは多様性を与える

認知科学法によってモデル化されている人工知能は、これまでにな

い多様性および現実感で歩行者の行為を再現することができる。

ONHYS ONE。はミクロ的な方法によって、人の特有の特徴および行

為に対してシミュレートする。グループ活動の形成には、個体の相互
作用によって発生した当時の新たな現象となっている。

エージェントたちは周囲の環境に自分の感知を持っている。彼らは
自分の好みによって、目標および状況によって複雑な決定を取る。
目標が違う時に現実の状況に応じる。例えば安全部隊および避難

人員などである。

人々および環境の間のこのような相互作用は広い応用を提供して
いる：

• 特定な特性（例えば身障者）
• 活動に基づく反応、例えば撤退
• 新しく現れた行為、例えば営利的な行為
• 習慣および施設の使用
• プログラムの評価およびトレーニング

各エージェントは個別に
シミュレーションされている

柔軟性がある行為のグループ
が出現するようになる



技術 – BIMは柔軟性を与えている

ONHYS ONEはBIMワークフローと互換性がある。ほとんどの設定プロセスを自動化すること
ができる。時間のかかる設定を大幅に減らすことができる。

ONHYSの独自の空間アルゴリズムは、インフラモデルファイル（IFC）および都市地図

（CityGML）に含まれる情報を自動的に抽出し分析することができる。このプロセスはシームレ
スシミュレーションに使用される詳細で実用的な仮想環境を作成することができる。

この仮想する環境はシミュレーションの主幹となっている。シミュレーションエージェントたちの
「境地地図」として記述するか、特定の状況が発生する「シーン」として記述することができる。

我々の独自の技術は複数のエンティティモデルを単一のシミュレーションプロジェクトに統合す

ることができる。環境はBIM論理で定期的に更新することができる。

各種の空間の本体、例えば地面、壁、窓、階段、エレベーター、緑地、歩道

複雑なトポロジの簡単化：複数の階段、複数の建築物、複数の場所

複数のユーザーが協力して作業する。例えば建築士、設計及び工事事務室、安全
サービス、インフラ運営者など

ソースモデルを変更する場合の仮想環境の処理、融合および更新の自動化



ONHYS会社は配置チームを設立し、お客様にエンド対エンドのサポートを提供するこ
とができる。ソフトウェアのインストールからトレーニング、技術のサポートまで、ユー
ザーにONHYS ONEの潜在能力を発揮させることに力を尽くしている。現場または遠
距離で顧客マネージャーに連絡してユーザーのニーズを満たすことができる。

また、私たちのチームは初期設計から成果納付までを含めているプロジェクトの全段
階の実行に協力することができる。

配置について

ONHYSは、ユーザーが十分に
ソフトを利用できるように、全
面的なトレーニングを提供して

いる。

システムにインストール、設定、
および統合ソフトウェアなどに

サポートする。

コールセンター、電子メール、
オンラインチャットで専門家と
連絡して、あらゆる技術問題を

解決できる。



コアチームについて
より良い優越性を発揮するために、ONHYSのチームには多様な文化人材が集まっている。

Fabien Artemon

都市計画の担当者
15年の仕事経験

複数の民間プロジェクトに参加していた

Farès Sassi

都市計画のエンジニア
運動器材の専門家

Camille Schommers

マーケティング経理
デジタルマーケティングの専門家

Fanny Laurent

CFO
13年の会社財務管理経験

Sebastien Paris

創業者およびCEO
17年の仕事経験
二つの博士学位

Julien Piacentino
業務開発のマネージャー

12年の大手の国際会社の仕事経験

David Wolinski

研究開発プロジェクト担当者
8年の仕事経験
国際の有名な博士

Julien Pettré

科学顧問
世界的なシミュレーションの技術専門家



Les Algorithmes, 2000 route des 
lucioles, 06410 Biot - FR

+33 4 89 33 11 55 +33 6 41 24 80 37 

contact@onhys.com


