
ドローンマッピング＆リモートセンシング

モバイルマッピングテクノロジー



■  無人航空機（ドローン）を利用したプロ級の測量地図作成の為のソフトウエア

応用可能な産業分野：

Pix4Dmapperソフトウエアは手動あるいは無人航空機ドローン、あるいは飛行機で撮影されたイメージを加工し、非常に精密で地図情報を内蔵し
た２次元マップ及び３次元モデルを作成します。カスタマイズも可能で、幅広い分野で利用する事が出来ます。  
下記の３つの手順で作製します。 

Pix4Dによる空撮画像の2D/3D画像処理の一例：

① 無人航空機ドローンを飛ばします。
飛行中にドローン搭載のカメラで予め決め
られた重なりの度合いで撮影をします。

◆オルソモザイク及びデジタル表層モデル
（DSM）
地理情報を内包した出力を元にDSM及びオ
ルソモザイク画像を利用して建設状況を刻一
刻とモニタリング出来ます。
◆容積計算
3D点群データでの容積計算は簡単に行えま
す。
◆BIMインテグレーション
Pix4Dからの出力データはBIM及びCADソフ
トに対応しています。Pix4Dで作成された現時
点での2D・3Dデータを使って設計図のデータ
と照らし合わせが出来ます。 

◆ポイントクラウド
測量、３次元可視化、及びデータエクスポート
の為の正確で地理情報を内包したポイントク
ラウドを生成します。
◆測量及びデジタル化
ポイントクラウドの中で容積計算を行います。
また、コンターラインの作成やモデルのデジ
タル化を行います。
◆品質レポート
データ品質を評価する為にPix4D品質レポー
トを使用出来ます。

◆出力データ
地形モデル、オルソモザイク、インデックスマ
ップ、３次元モデル、ポイントクラウド（点群）、
コンターラインを環境モニタリングの為に作
れます。
◆ソフトウエアコンパティビリティ
Pix4Dからの出力データは業界で使用されて
いる他のメジャーなソフトウエアで利用でき
ます。

② コンピュータによるイメージ合成
撮影した画像の何千ものキーポイントを特
定し貼り合わせを行います。

③ 写真測量
図形データからカメラポジションを計算し正
確な２次元オルソモザイク及び３次元モデ
ルを作成します。

Pix4Dmapperソフトウエアにより、小型無人航空機
（ドローン）で撮影した空撮画像及びフライトログから
２次元オルソモザイク（Orthomosaic：正射投影画像）
の他、DSM（Digital Surface Model：数値表層モデル）
、ポイントクラウド（Point Cloud：点群 = 3次元座標の
集合）が自動で作成できます。

２D/3Dマッピングソフト  Pix4Dmapper

自律飛行軌跡　　　　　　     ２次元オルソモザイク画像                    カメラ表示付き３次元画像                   カメラ表示無し３次元画像

平面２地点間距離測定                                街灯の高さ測定　　　　　　         高低差のカラー表示                                        等高線表示

建設分野 鉱山開発分野 環境モニタリング分野



農業に特化したソフトウェア PixD4fields
デジタル農業の為のドローンを用いた農作物分析
Pix4Dfields は農家、農学者、育種家の知見を元に作られました。
農場にいながら正確なマップを、素早く、シンプルでいてパワフルな農業特化のインターフェースでご提供します。

Pix4Dfields が選ばれる理由

正確さ
フル解像度の画像を Pix4Dfields にお
いて、年間を通じて一貫性があり、
比較可能なマップに変換します。

即時結果
新しい即時処理エンジンによって、農
場にいながら高解像度マップを作成す
ることができます。

直観的な農業体験
レイヤー比較、帯状分布及び処方ツー
ルがあなたのマップの読み取り・管理
を助けます。

Pix4Dfields による出力情報

オルソモザイク
あなたの農場の直観的な描写

帯状分布マップ
植生インデックスマップに基づいた各領域
の生成

注釈
マップへ注釈をつけることで、より価値が
高く、すぐに使用できる情報を伝達できま
す。

処方マップ
可変レートアプリケーションマップで使用
するアプリケーションレートを割り当てま
す。

フィールド境界
任意の範囲にのみフォーカスするために
フィールド境界を設定します。

植生インデックスマップ
人間の目で視認できる情報を超えた理解・
視覚化を実現します。

現場での判断
デジタルスカウティングや農作物保護、生産保証や
ブリーディングなどといった最も一般的な農場向け
アプリケーションにも、Pix4Dfields は取り組んでい
ます。

農場での活用                                                 オフィスでの分析



マルチスペクトラル・熱赤外線カメラ Altum

Altumは、5つのラジオメトリックサーマルカメラを搭載したマルチスペクトルセンサー。
一度のフライトで、熱解析、マルチスペクトル解析、高分解能画像を記録できる。
Altumキットには、Altumセンサー、レンズカバー、外部ストレージデバイス（USB 3.0） - 
128 GB、キャリブレーションされた反射パネル、GPS内蔵の新しいDLS 2光センサー、
ケーブル、取り付けネジ、ハードキャリングケースが付属する。
Altumのデータ出力は、標準的な16ビットのTIFFファイルになる。
記録した画像データは、Pix4Dmapperなど業界標準の解析ソフトで利用できる。

コンパクトでありながら3 in 1 (同期化された熱画像、マルチスペクトラル、高解像度) を実現し、今までにない精密農業を実現する、革新的な究
極のソリューションです。
Altumは熱画像・マルチスペクトラム画像・高解像度画像を同時撮影し、これらのデータは高度な分析を行うために、整理された状態で出力さ
れます。 
そのため一回の飛行で、植物の健康状態に関するデータ、表現型、水ストレスのデータを収集することが可能です。
メモリは外部USBを利用し、容量制限はありません。
取り付けは各種インターフェスとエンベデッドマウンティングポイントにより簡単です。

<主な仕様>
● 重量：357 g
● 消費電力： 5.5/7.0/10W (standby、 average、 peak)
● 中心波長： 青 475 nm、 緑 560 nm、 赤 668 nm、 レッドエッジ 717 nm、 近赤外 840 nm、 熱赤外 11 μm
● 大容量USB3.0メモリ
● 放射計測校正(Radiometric Calibration) 
● 熱及びマルチスペクトラムセンサは放射計測構成済み
● GPSの組み込まれたDLS2　（DLS2はMicaSenseの最も精度の良いライトセンサーです）

MicaSense マルチスペクトラルカメラ Altum

120mより詳細な情報
5つの高解像度レンズは、120mから詳細な植物健康画像(4m GSD)と詳細なデ
ジタルサーフェスモデルを取得することを意味します。

一つのカメラで赤・緑・青・レッドエッジ（RedEdge）・近赤外線（NIR）及び熱赤外線センサーを持ち同時撮影が出来る優れた先進的センサーで、
かつドローンに搭載できます。

特徴：
・正確で信頼に足りる結果が出るラジオメトリックタイプの熱赤外線センサーとマルチスペクトラルセンサー及びGPS/日光センサーDL2を持つ
  統合センサー
・標準のTIFF出力
・高容量のUSB3.0ストレージのため余裕のある空撮が可能
・熱赤外線画像とマルチスペクトラル画像のシンクロ録画が可能
・可動パーツが一切ない堅牢な設計
・120m高度で4cm/pixelの地上解像度。解像度犠牲にせずに高い高度で飛行が可能
・速い飛行速度でも早く空撮が可能
・一回の飛行で植物の健康状態、水ストレス等のデータを取得可能

ALTUMを容易にお客様のワークフローの中に統合出来ます。
・AtlasFlightあるいはPix4Dcaptureを使って飛行ルートの決定及びカメラの最適を行い、自動飛行・自動空撮を実行できます。
・Pix4DmapperあるいはPix4Dfieldsを使用し空撮画像を処理します。



RedEdge-Mは非常にコンパクトで軽量タイプのマルチスペクトラルカメラで、マウント方法及び
電力供給をユーザー様の方でご検討いただければ 基本的には商用タイプのドローンに搭載可
能です。
なお、弊社ではMatrice100用の純正のコンボキットを一緒にご提供しております。
RedEdge-Mをご利用されるユーザー様は主に高信頼・高精度のマルチスペクトラルセンサー
を必要としている農業生産業者、 農業分野でサービスを提供されている企業、農業分野の研究
機関及び学術機関です。

５波長マルチスペクトラルカメラ RedEdge-M

1　クロロフィルマップ：
レッドエッジのスペクトルバンドがクロロフィルマップ作成の重要
なバンドになりますが植物の活性度だけでなく健康状態をより正
確に把握するためには 他の波長のバンドと一緒に検討すること
が必要です。

2　NDVI：
 農業分野ではよく知られているインデックスは赤の波長の反射率
を近赤外線の反射率と比較することにより計算されます。 しかし
ながら植生を調べるためにはNDVI以外の指標も使うことが必要
です。

3　数値表層モデル（DSM）:
数値表層モデル（DSM）は、農場の地表面の高低差分布及び水の
流れを正確に把握することは非常に重要であるため農業従事者
にとっては 無くてはならいツールです。

4　RGB画像：
RedEdge-Mは狭帯域の赤、青、緑のRGBカラー画像に対して歪無
しの画像を撮影できるグローバルシャッター方式を採用していま
す。 

主要な特徴
・ドローン搭載の為には必要な軽量さとコンパクトさを併せ持っ
ています。
・高速の画像キャプチャーレートが、高速で低高度の飛行を可能
にします。
・グローバルシャッター設計により歪無しの画像撮影を可能にし
ます。
・NDVIをはじめとする植生指数及びRGB出力が可能です。
・稼働部品を使用していない為、堅牢性に富んでいます。

主要な機能
・５つの異なるスペクトルバンドを同時に撮影できます。
・精密で繰り返し使用の場合に必要なキャリブレーション機能が
あります。
・ジオタグ付きの空撮画像を格納為のSDカードを標準で内蔵（取
り外し可能）
・ドローンの機体から外部トリガー及びデータを受信するオプショ
ン機能もあります。

５つの波長帯域：
ハイグレードの光学フィルターを使用する事により、特に農業分野に特化

した用途の為の精密な光学情報が取得できます。 

応用事例：
マルチスペクトラルリモートセンシング技術により農作物の健康状態及び

活力についての予測や見通しを得る事が可能になりました。得られたデータに

より農場関係者は作物のストレス状況を広範囲に把握できるため問題の対処を

迅速に行う事が出来ます。

 現在の農場の健康状態を元に、精密な肥料の投入のタイミングや病気予防のた

めの対策を取ることが出来ます。

ドローン搭載の RedEdge マルチスペクトラルカメラで空撮しデータ処理ツール

で分析した結果を元に作製した植生分布地図の事例を下記に図示します。

活性度が高いほど数値を大きくしています。



■  右図は専用の取り付けキットを使用してRedEdgeカメラ、
GPSレシーバー及びDLS日光センサーを搭載したMatrice100
です。
機体底部にRedEdgeカメラを取り付け、機体上部にスタンド
の上に乗せてGPSレシーバー及びDLS日光センサーを取り付
けます。

RedEdgeカメラでは赤、青、緑、NIR、RedEdgeの５つの波
長の画像を別々に取得し合成することによりNDVIマップを
作成します。
他方で可視光のRGB画像も合成によって作成できますがデー
タ処理ソフトのPix4Dではなく他のソフトで行う必要があり
ましたがMatrice100 + RedEdgeの組み合わせではMatrice100
のRGBカメラも同時に使用できるため容易にPix4D上で2Dオル
ソ、3D点群データも作成が可能になりより便利になります。

Matrice100 + RedEdge-M  自律飛行・自動空撮

・よりきれいな写真：作物の健康データ収集のために最適化された5つの分散スペクトル帯域を同時にキャプチャ出来ます。
・高速飛行：１秒に１回、全帯域をキャプチャする、より速い飛行速度と低高度でのキャプチャが可能です。
・歪みのない画像：グローバルシャッターのデザインは、すべてのプラットフォーム上で、歪みのない画像を作成出来ます。
・シングルカード：RedEdgeでは、データ転送のためのすべての画像やデータを１枚のSDカードに容易に格納
・メタデータ含む：全ての画像ファイルにはタイムスタンプ、ジオタグが付き、サードパーティ製のツールやフライトログは  必要とせず。
・完全なキャリブレーション：すべてのカメラは十分にキャリブレーションが行われた状態で来ます。
・スタンドアロン：外部GPS接続および自己トリガ機能で、ドローンとの接続せずともジオタグ付きのデータを収集出来ます。
・指一本でデータ収集：WiFi接続で今お使いの携帯電話、タブレット及びコンピュータから、画像のプレビュや設定の変更が出来ます。
・完全な統合：便利なイーサネット、シリアル、WiFiのホストインターフェイスは、あらゆるプラットフォームとの統合を可能にします。
・可動部品なし：固体のデザインは、ほこりの多い日や突然の過酷な環境に直面しても破損することはありません。

・Matrice100 + RedEdge使用事例
浅海域でのサンゴ礁の調査は従来では多大な労力とコストがかかっていましたが、光学カメラ
及びマルチスペクトラムカメラRedEdge-M 搭載ドローンによる空撮及びマルチバンド 反射率
マップ作成用画像処理ソフトPix4Dmapperを使用する事で短時間に且つ低コストで地形測量
及び生物分布の調査を実施できることが分かりました。
 港湾空港技術研究所様による石垣島白保海岸及び西表島ユツン川河口周辺での浅海域のサ
ンゴ礁調査に同行し、各種画像データを取得しましたので同研究所様の 許可の下 弊社Webに
Matrice100 + RedEdgeの最近の使用事例として公開しております。

サンゴが無い海底

サンゴが分布している場所



■  ジンバルタイプ専用の取り付けキットを使用してRedEdge-Mカメラ、
GPSレシーバー及びDLS日光センサーを搭載したMatrice210。
Matrice210のジンバルインターフェイスにジンバルタイプマウントキッ
トを取り付けたRedEde-Mを装着します。
RedEdge-M用のGPSレシーバー及びDLS日光センサーは機体正面を見て右
側に張り出す形でマウンキットの上に固定します。
GPSレシーバー及びDLS日光センサーは RedEdge-Mと専用のケーブルで接
続されます。
ジンバルタイプのマウントキットと称していますが機体に対して固定され
ますので機体の傾きと一緒にカメラは傾きます。
カメラへの電力はジンバルインターフェイスから取得しています。
RedEdge-M搭載のMatrice210に対する自動飛行及び自動空撮はAtlas
Flightを使用します。
その場合は送信機に付属のディスプレイは取り外し自前のiPad MiniをUSB
ケーブルで送信機に接続した状態で行います。
なおDualGimbalタイプの場合で 両方のジンバルに取り付けたRedEdge-M
カメラともう一つの他カメラ（たとえばDJI Zenmuse光学カメラ）の同時
空撮を行う場合はAtlasFlightではサポートしていませんのでたとえば他方
のカメラ（たとえばZenmuse光学カメラ）をPix4Dcaptureで自動空撮を
実施し、 RedEdge-Mの方はあらかじめマニュアル設定で自動インターバ
ル撮影をさせれば同時空撮は可能です。
右写真はMatrice210にジンバルタイプRedEdge-Mを取り付けた写真で、
赤丸で囲んだ箇所がRedEdge-Mカメラ、その専用マウントキット、及び
GPSレシーバー・日光センサーです。

Matrice210 + RedEdge-M  自律飛行・自動空撮

モデル  M210
パッケージ寸法                                         790*390*290mm 
サイズ（プロペラ展開した 状態）        887*880*378mm
サイズ（プロペラ折りたたみ状態）     716*220*236mm 
対角サイズ（ホイールベース）                         643mm
バッテリ数                                                                  2 
重量（TB50）                                                           3.27kg 
重量（TB55）                                                           4.57kg 
最大離陸重量                                                          6.14kg 
最大ペイロード（TB50)                                       2.3kg

最大ペイロード (TB55)                  1.57kg

ホバリング精度                  垂直：±0.5m、下方ビジョンシステム有効時：±0.1m

                                                水平：±1.5m、下方ビジョンシステム有効時：±0.3m

最大角速度　　　　　　　　ピッチ：300°/s　ヨー：150°/s

最大ピッチ角　　　　　　Pモード：35°（前方視力システム有効：25°）

　　　　　　　　　　　　Aモード：35°/ S モード：35°

最大上昇速度　　　　　　 P モード / A モード / S モード：5m/s 

最大下降速度 　　　　　　3m/s

パワフルなコントロール

アプリの互換性 伝送 DJI AIRSENSE
DJI GO 4 や DJI Pilot で、M210 を効果的に
コントロールしたり、カスタマイズしたり
できます。
企業ユーザー向けに設計されたアプリも公
開予定。
DJI GS Pro を使って飛行計画を立てること
ができます。

M210 シリーズはDJI の最上位モデルであ
る Lightbridge 2 伝送システムを使用し、
低遅延なコントロールと機体からのライ
ブ映像の伝送を実現します。

内臓の ADS-B 受信機を搭載したM210 シ
リーズは、オペレーターに付近の有人航空
機のリアルタイムの情報を自動で提供する
ことで、空中での安全性を高めています。



■  特徴：

Sequoia（セコイア）: 農業向けに設計されたマルチバンドセンサー
Sequoia（セコイア）カメラは、非常に精密で且つ柔軟なインテグレーション性があり、小型軽量が特徴で
す。
様々な主要な固定翼あるいは回転翼ドローンに搭載できるように設計されています。

４波長マルチスペクトラルカメラ Sequoia（セコイア） 

・農業分野で使用される用に設計されたマルチスペクトラルカメラ
・日光センサーを使用した自己キャリブレーション機能
・RGB camera 16 Mpx for scouting
・空撮レート（毎秒１ピクチャー）
・ドローンに非依存機能
・ドローンとの通信の為の標準プロトコール（PTP）

緑の植物の反射率

コンセプト

本体：
・ ４波長カメラ。1.2Mpx 10bit
   グローバルシャッター
・  最大1fps
・  RGBカメラ 16Mpx ローリン
    グシャッター
・  WiFi使用のコンフィグ設定
・  IMU + 磁力計
・  内蔵メモリー：64GB
・  電力消費：5W (ピーク値
     12W)
・  カメラ重量：72g

 日光センサー：
・ 本体で使用しているものと同じ
   フィルターを使った４つのスペ
   クトラルセンサー
・  GPS
・  IMU + 磁気計
・  SDカード
・  電力消費：1W
・  日光センサー重量：35g
・  本体に付属

カメラ機能
正確なマルチスペクトル画像取得
一回のシャッター操作で、また極めて正確に、４つの波長のカメラ
及びRGBカメラのシャッターを切ることができます。



Sequoia搭載ドローン Parrot Disco-Pro Ag

Agは農地の収穫量を改善するためのコンパクトな多目的オールインワン ド
ローン。
このエンドツーエンドのソリューションの視覚監視とNDVI（正規化植生指数）
マップを活用することで、農家や生産者は耕地の健康状態を簡単に管理する
ことができます。
このソリューションには、ドローン、高精度センサー、フライトプラン計画ソフト
ウェアと取得データの処理分析ソリューションが含まれています。Parrotのソ
リューションは柔軟性が高く、高性能で、使いやすく、手頃な価格の包括的な
ソリューションです。
農業に必要な判断をサポートし、小規模な生産者にも精密農業を実現して
いただくことができます。

高精度な精密農業のためのオールインワン ドローン　Disco-Pro Ag

●自律飛行・自動空撮及びドローンマッピング
Disco-Pro AgはPix4Dcaptureに完全対応しています。
Pix4Dcaptureで空撮対象の農場をくまなく飛行し自動で
撮影を実行します。
Pix4Dcaptureは自動離陸、自動着陸をサポートし、最適な
オーバーラップの条件でフルHD 14MPの画像で空撮を行
います。
機体前方に取り付けられたカメラでライブ映像をタブレット
上で閲覧できます。

●Parrot Disco-Pro Agには、前方監視用の光学カメラ、
機体背面にはSequoiaの日光センサー、機体下部には
Sequoiaカメラを搭載しています。
自律飛行及び自動空撮はPix4Dcaptureで行います。

●Pix4Dcaptureによる自律飛行と自動空撮 
Pix4Dcaptureで現場に行く前にオフィスでDisco-Pro Agの飛行計画を立てた後保存、現場に到着後その飛行計画に基づきドローンをすぐに飛ばすことが出来ます。
機体の離陸は手投げになりますが着陸はほぼ決められたエリアに胴体着陸します。
プロペラは折り畳み式の為、損傷することはありません。
Pix4Dcaptureの設定画面で、Sequoiaカメラによる空撮で必要な飛行高度、飛行速度、及びオーバーラップ率のパラメータ設定の全てを簡単に行うことが出来ます。

Pix4Dcapture で DISCO-PRO AG を選択 グリッドで飛行ルート設定

Pix4Dcapture で DISCO-PRO AG を選択離着陸地点と飛行ルートの決定



Sequoia搭載ドローン Parrot Bluegrass
農業・建設業向けドローン　Bluegrass

Parrot Bluegrassは農業用に特化した回転翼型ドローンです。
新たにビジネスドローンとしてパロット社の産業用ドローングループに加わ
りました。
パロット社産業ドローンにはこのモデル以外に固定翼型ドローン「Parrot 
Disco-Pro AG」、「Parrot Bebop-Pro 3D Modeling」及び「Parrot Bebop-Pro 
Thermal」があります。

● Pix4Dmapperによる画像処理と反射率マップ作成
パロット・ブルーグラスは世界で初めての自律飛行・自動空撮アプリの一つであるPix4Dcaptureに完全対応しています。
Pix4Dcaptureアプリの中にはParrot Bluegrassのドローンは標準でサポート されていますのでそれを選択し、飛行パターンとしてポリゴングリッドとシングルグリッドの
２つのパターンが表示されますので空撮対象の地形に応じていずれかのパターンを選択して下さい。
これによりPix4Dcaptureで空撮対象の農場をくまなく飛行し自動で撮影を実行します。
Pix4Dcaptureは自動離陸、自動着陸をサポートし、最適なオーバーラップの条件でフルHD 14MPの画像で空撮を行います。
また、機体前方に取り付けられた光学カメラでドローンの進行方向の風景をライブ映像でPix4Dcaptureのアプリの中で閲覧できます。

Parrot Disco-Pro Ag同様にSequoiaカメラを胴体真下に、また日光センサーは胴体の背
中に埋め込んでいる農業専用に設計されたパロット社ドローンです。
機体先頭部には14MPのフルHD光学カメラを装備し 進行方向の風景の監視が出来ます。
14MP光学カメラはFreeFlight Proアプリ内で飛行中の映像の録画（静止画あるいは動画）
も可能です。
自動飛行及び自動空撮アプリのPix4Dcaptureに完全対応しており、Sequoiaカメラのオー
バーラップ率もPix4Dcaptureの設定で決めることが出来ます。 
本製品にはPix4Dagの月間ライセンスがバンドルされており１ヵ月間無料でご利用できま
す。

Parrot Bluegrassは農業用に特化した多目的ドローンで、前方に装備したカメラで農場の状態をライブ映像で監視し、マルチスペクト
ラルカメラで農場全体での農作物の 生育状態を調べ、どこに問題があるかを把握するのに役立ちます。
70mの飛行高度で最大30ヘクタールの面積を自動飛行でカバーできます。
 精密マッピングの場合は低高度で自動飛行も可能です。
自律飛行・自動空撮作業はPix4Dcaptureのアプリで実行できます。
空撮データの処理はPix4DmapperあるいはPix4Dagを使い反射率マップを作成します。あるいはドローンに付属のソフトの
AIRINOV FIRST+も使用できます。



Parrot  Bebop-Pro Thermal & ANAFI Work

熱赤外線カメラ搭載型ドローン Bebop-Pro Thermal
Parrot Bebop-Pro Thermal は、建築家、建築業者、屋根業者、不動産業者が 2台の
組み込みカメラで安全に検査を行うことを可能にするクワドコプターです。
建物の屋根などを通常の画像と熱画像で表示・録画し、熱の異常などを迅速に把握
できます。
新しく開発された FreeFlight Thermal モバイルアプリは、Parrot Skycontroller 2 に接
続されたスマートフォンやタブレットに、ビジュアルイメージと熱イメージの両方を
ライブストリーミングで配信し録画にも対応します。
Parrot Bebop-ProThermal は 605g と軽量かつ堅牢で、安全で持ち運びが容易です。
14MPのフロントカメラは、高解像度の写真とフルHDビデオ 1080p を録画可能。
アプリの Parrot Skycontroller 2 を使用すると、自律飛行で正確なフライトが可能に
なり、人がアクセスできないエリアも調査できます。
また、機体は最大で 25分間の飛行が可能。

飛行中の赤外線映像の閲覧あるいは録画
Android 端末にインストールされた FreeFlight Thermal アプリ上で飛行中の赤外線映像を閲覧あるいは録画できます。
カラーパレットは３種類用意されており見やすいカラーパレット をご利用ください。
また、スクリーンタッチ方式で対象物のだいたいの表面温度を知ることが出来ます。

Bebop-Pro Thermal

ANFI Work

すべての事業に対応する4K超小型ドローンソリューション

ANAFI Workには、革新的なイメージングシステム、180°垂直方向の4K / 21MPカメラを搭載した高
度なANAFI無人機が含まれており、アクセス不可能な領域の画像を簡単にキャプチャできます。
ANAFI Workはすぐに使える完璧なオンザウトツールです。 無人機は、4個のUSB-Cスマートバッテ
リーで1時間40分動作します。
このParrotの無人機のソリューションは、コンパクトなショルダーバッグのどこにでも簡単に運ぶこ
とができます。
ANAFI Workにより、プロフェッショナルは、Pix4Dmodelの1年間のサブスクリプションを使用して、建
物の3Dモデルを素早く簡単に作成することができます。

4K HDR、21 MPカメラを使用し
て作業を最適化

4K HDR、21 MP高解像度カメラは、
建物やインフラストラクチャの迅
速な点検、ビデオ制作、または介
入の監視など、プロフェッショナル
な用途に理想的です。

難しい領域の画像をキャプ
チャするためのユニークな
180°カメラ傾斜

アクセス不可能な領域の上ま
たは下の画像をキャプチャす
るには、天頂角（+ 90°）および
天頂角（-90°）でANAFI Workの
制御可能な傾斜ジンバルを使
用します。

超高速撮影のための3軸ハ
イブリッド画像安定化

ANAFI Workのハイブリッド安
定化システムは、ローリング
シャッター効果と振動を低減す
るので、滑らかなビデオと安定
した写真を保証します。

安全な距離からあなたのター
ゲットをもっと近くに見るため
の不自然なズーム

ANAFI Workのカメラには、4Kで
1.4倍、フルHD（1080p）で2.8倍
のロスレスズームが装備されて
いるため、特定の領域を詳しく見
ることができます。



Sentera NDVIセンサー

・正確なNDVI 及び NDRE 測定の為のみに必要なマルチバンドを効果的に取得

・DJI 社のドローンプラットフォームに取付が可能

・低歪特性光学レンズとグローバルシャッター技術が採用され鮮明な画像取得が可能

・データ解析に基づく肥料、殺虫剤、除草剤散布の量やタイミング決定に寄与

・Phantom 4 Pro あるいはMAVIC Pro に搭載して光学カメラ付きシングルNDVI センサドローンとして

   ご提供

・シングルNDVI センサを搭載する機体：Phantom 4 Pro, Mavic Pro

・Multispectral タイプと NDVI/NDRE タイプの２種類をご用意

・Multispectral タイプは NDVI 及び RGB データの両方を一つのカメラで取得、他方 NDVI/NDRE タイプ

   は NDVI データとNDRE データを同時に取得が可能です。

    RGB データはDJI カメラから取得します。

・革新的なフィルター技術で 4K解像度でフルカラー画像及び反射率マップ作成

・データ解析に基づく肥料、殺虫剤、除草剤散布の量やタイミング決定に寄与

・Phantom 4 Pro に搭載して本来付属のDJI 光学カメラと同時に空撮が可能

・Double 4K NDVI センサを搭載する機体：Phantom 4 Pro

・Multispectral モデル、RGB/NDVI モデルの２種類あります。

・Inspire-2 とは Zenmuse XT ジンバルアダプターを介して接続します。

・FieldAgent Mobile アプリで自動飛行・自動空撮が実行可能

・３軸制御ジンバル付きDouble 4K NDVI センサを搭載する機体：Inspire-2

・Multispectral モデル、RGB/NDVI モデルの２種類あります。

・Matrice210 とは Zenmuse XT ジンバルアダプターを介して接続します。

・FieldAgent Mobile アプリで自動飛行・自動空撮が実行可能

・３軸制御ジンバル付きDouble 4K NDVI センサ AGX710 を搭載する機体：Matrice210

高性能NDVI シングルセンサは、独自の技術によるスペクトルバンドの 高精度分離方法（特許申請中）により精
度の高い植生指数の測定を行う事を可能にします。

■ NDVI あるいはNDRE データを作成するに当たり、高精度シングルNDVI センサーは測定に邪魔になるような波長や反射
率マップ作成時にエラーになるような波長帯域要素を効率 良く除去するフィルターを採用しています。
このような先進的センサによってユーザーは人工衛星ベースのインデックスデータをドローンベースのデータと容易に統合
することが出来ます。
高精度のフィルター技術を利用して農作物の健康状態、成熟度、活性度についての貴重なNDVI 情報を取得できます。

Sentera シングルNDVI センサ

Sentera Double 4K センサ

Inspire 対応 ３軸制御ジンバル付きDouble 4K センサ

Matrice210 対応 ３軸制御ジンバル付きDouble 4K センサ AGX710



ドローン搭載 Sentera NDVIセンサー

■ Mavic Pro に Sentera センサを取り付けた機体。 Mavic Pro に本来装着されている光学カメラ
をそのままにして専用の取付キットを使用してNDVI センサを後付けで取り付けることが出来
ます。 
専用の自動飛行・自動空撮アプリである FieldAgent Mobile アプリを使えばNDVI センサーの
空撮のみならずDJI 光学カメラの空撮も同時に出来ます。

■ Phantom 4 Pro に Sentera センサを取り付けた機体。
Phantom 4 Pro に本来装着されている光学カメラをそのままにして専用の取付キットを使用し
てNDVI センサを後付けで取り付けることが出来ます。
専用の自動飛行・自動空撮アプリである FieldAgent Mobile アプリを使えばNDVI センサーの
空撮のみならずDJI 光学カメラの空撮も同時に出来ます。

■ Inspire-2 に３軸制御ジンバル付きDouble 4K センサを取り付けた機体。
Inspire-2 に Zenmuse XT ジンバルアダプターを取り付けてその上で３軸制御ジンバル付き
Double 4K センサを機体に接続します。

Mavic Pro + Senteraセンサ

Phantom 4 Pro + Senteraセンサ

Inspire-2 + Senteraセンサ

Phantom 4 Pro にシングルNDVI センサを取付た状態

Phantom 4 Pro にダブル 4K NDVI センサを後付けで取付た状態

Inspire-2 に３軸制御ジンバル付きDouble 4K センサを取り付けた状態



ドローン搭載 Sentera NDVIセンサー

■ Matrice200 及び 210 にジンバル付きMutltispectral あるいは NDVI/NDRE Double 4K セン
サを取り付けた機体。

Matrice200/210 + Senteraセンサ

自動飛行・自動空撮アプリ FieldAgent Mobile 及び Pix4Dmappr

NDVI あるいはNDRE データを作成するに当たり、Sentera 高精度 NDVI センサーは測定に邪魔になるような波長や反射率マップ作成時に

エラーになるような波長帯域要素を効率 良く除去するフィルターを採用しています。

このような先進的センサによってユーザーは人工衛星ベースのインデックスデータをドローンベースのデータと容易に統合することが出

来ます。

高精度のフィルター技術を利用して農作物の健康状態、成熟度、活性度についての貴重なNDVI 情報を取得できます。

Sentera センサ搭載 Phantom 4 Pro あるいはMAVIC 

Pro は iPhone あるいは iPad にインストールした

AgVault アプリで手軽に多角形タイプの飛行プラン

を作成出来ます。

 飛行プランは保存可能で再利用出来ます。

同じ圃場を同じ飛行プランに基づき同じ高度、同じ

速度、同じオーバーラップ率、同じカメラ角で自動

飛行・自動空撮が可能なため、タイムライン分析も

可能になります。

自動飛行・自動空撮アプリ FieldAgent Mobile

Sentera センサー搭載のドローンによるリモートセンシングソリューションにより圃場の精密なデータを収集し分析することが可能になり

ました。

AgVault Web/Mobile/Desktop ソフトウエアによりNDVI/NDRE 植生データを比較、分析をすることが出来ます。

なお、データ処理は Pix4Dmapper あるいは Pix4Dag で行います。

農作物の健康状態を監視出来るソリューション

Matrice200 + Senteraセンサ
200はカメラ1台のみ取付可能

Matrice210 + Senteraセンサ
210はカメラ2台取付可能
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