
ドローンマッピング
ドローンリモートセンシング
３Dレーザーマッピング



Sentera 社 マルチスペクトラルカメラ
　NDVI センサー（ドローン搭載用マルチスペクトルカメラ）

Micasense 社 マルチスペクトラルカメラ
　Altum（熱赤外線センサー付マルチスペクトラルカメラ）

　RedEdge-MX（ドローン搭載用マルチスペクトラルカメラ）
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■  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。

Pix4Dmapper(２D/3Dマッピングソフトウェア )

フルカラー３次元点群　　　　　    グループ別３次元点群                                 オルソモザイク                               ＤＳＭ（数値地表モデル）

３次元メッシュ                                         高線（コンター）　　　　　　        ＮＤＶＩ（植生指数）                                        熱分布

建設分野 鉱山開発分野 環境モニタリング分野



Pix4Dfields(農地分析用ソフトウェア)

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



Sentera NDVIセンサー
・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 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

・自動飛行・自動空撮アプリ FieldAgent Mobile 及び Pix4Dmapper
Sentera センサ搭載 Phantom 4 Pro、MAVIC Pro、Inspire-2、Matrice200/210 は iPhone あるいは iPad にインストールした

FieldAgent Mobile アプリで手軽に自動飛行・自動空撮ミッションを作成出来ます。

FieldAgent Mobile アプリの大きな特徴は、DJI ドローンに本来（あるいは別途）搭載されたDJI 光学カメラに対しても自動空

撮を可能にしています。

その結果、一回の飛行で Sentera センサーによる空撮とDJI 光学カメラによる空撮を同時に行う事が出来ます。

飛行ルート、オーバーラップ、
高度、速度設定

Sentera センサーのタイプ及び
DJI 光学カメラの選択

設定した飛行ルート上での飛行
履歴



■ 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。

■ Matrice210/200 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。
１回の飛行で取得する空撮画像で可視光画像ベースの 2D・3D画像およびNDVI
マップ作製可能。

Inspire-2 + Senteraセンサ

動飛行・自動空撮アプリ FieldAgent Mobile 及び Pix4Dmapper

■Sentera センサ搭載 Inspire-2、Matrice200/210

は iPhone あるいは iPad にインストールした

FieldAgent Mobile アプリで手軽に自動飛行・自動

空撮ミッションを作成出来ます。FieldAgent Mobile

アプリの大きな特徴は、DJI ドローンに本来（ある

いは別途）搭載されたDJI 光学カメラに対しても自

動空撮を可能にしています。その結果、一回の飛行

で Sentera センサーによる空撮とDJI 光学カメラに

よる空撮を同時に行う事が出来ます。

■Pix4Dmapper でデータ処理しNDVI マップを作成。

注意点は専用の処理テンプレートを使います。

データ処理結果、マップビューとNDVI マップをご参

考までに表示致します。

■Pix4Dmapper でデータ処理し可視光 三角メッシュ

処理の 3D画像作成。

一回のフライトでNDVI センサでマルチバンド画像、

光学カメラで可視光画像を取得できます。

飛行ルート、オーバーラップ、

高度、速度設定
Sentera センサーのタイプ及び

DJI 光学カメラの選択

設定した飛行ルート上での飛行履歴

FieldAgent Mobile で自動空撮した空撮画像は Pix4Dmapper で画像処理が出来ます。
一回のフライトで光学カメラとNDVI センサの両方に自動シャッターを切らせるためNDVI 画像と光学 2D/3D 画像両方を作成
することが出来ます。

Matrice210/200 + ３軸制御ジンバル付き Sentera センサ AGX710

Matrice210 に AGX710 を取り付けた状態

(Matrice210 は 2つ取り付け可能 )

Matrice210 に AGX710 を取り付けた状態
(Matrice210 は 2 つ取り付け可能 )

Matrice210 に AGX710 を取り付けた状態
(Matrice210 は 2 つ取り付け可能 )



 Altum(熱赤外線センサー付マルチスペクトラルカメラ)

５つの高解像度マルチバンドセンサーに熱赤外線センサーを統合した先進的なマルチス
ペクトラルカメラ ALTUM（アルタム）を新規発売開始。
一回の５つのフライトでマルチスペクトラル画像と同時に熱赤外線画像も取得できます。
これにより先進的な解析作業を行うことが可能になりました。

ALTUM Skyportセットは、Skyportジンバル付きALTUMカメラ本体、レンズカバー、USB3.0
メモリー（128GB）、反射板、GPSセンサー内蔵DLS-2日光センサー、各種ケーブル、及びハン
ドキャリーケースから成っています。

MicaSense マルチスペクトラルカメラ Altum

ALTUMを使って圃場の解析作業の効率化を図ります。
ALTUMを使ってRGB画像、マルチスペクトラル画像、及び赤外線画を切り替えて観察する
ことにより、ブドウ園での既知のかんがい用水の漏れ以外に新たな漏れが発見出来ます。

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。

DLS 2
ALTUMには、GPS レシーバー内蔵の次世代の光センサー

DLS 2 が付属しています。

Matrice200/210 用 ALTUM Skyport セット
Skyport センサー本体、GPS センサー内蔵DLS2 モジュール、DLS2

モジュールを設置する為のスタンドと設置調整用プレート、DLS2 と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ALTUM結ぶケーブル、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴム製レンズカバー、及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　びこれらを収納するハン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドキャリーケースと反射

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　板（下記写真は無し）か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら構成されます。

放射照度および太陽角度測定の最先端技術により、より

正確で信頼性の高い データを提供し、放射測定精度を

大幅に改善し、後処理時間を大幅に短縮します。



RedEdge-MX(ドローン搭載用マルチスペクトラルカメラ)
プロフェッショナルマルチスペクトラルセンサー
主要な特徴
・耐久性がきわめて高い新型メタルケース
・強化型日光センサー内蔵の新型 DLS 2
・５つのナローバンドスペクトラムを撮影
・一回の飛行で植物の健康指数と RGBカラー画像（ただし画像合成が必要）を取得
・ドローンへの搭載が容易で柔軟に対応可能
・精密キャリブレーション
・最大 60℃の温度範囲で稼働

RedEdge-MX セットには RedEdge-MX カメラ本体、GPS レシーバーを内蔵した日
光センサーDLS2、反射板、レンズカバー及びハードケースが含まれます。



GeoTIFF データ（1キャプチャ）

オルソモザイク

未処理の出力ファイルを含むサンプル。

バンドごとに 1つの 16 ビット RAW TIFF ファイル（12 ビットデータに基づく）

（5つの画像）。

 このサンプルデータは、1ピクセルあたり 8.2 cmの解像度で、400 ft AGL から収

集されたものです。

これは実際のフライトのデータです。

カバークロップの早い成長（おおよそ 3 " から 6" の成長）を示しています。

カバークロップは薄いですが、出現の一貫性（またはその欠如）が見えます。

1ピクセルあたり 4 cmの解像度で、200 ft AGL で 80％のオーバーラップで飛行し

ました。

Pix4D または他の写真測量ソリューションでステッチすることができます。

これはGeoTIFF 形式の完全に処理された出力です。

このサンプルデータは、1ピクセルあたり 8.2 cmの解像度で、400 ft AGL から収

集されたものです。

GeoTIFF ファイルの各層は、ピクセルレベルで他の全ての層に登録されています。

画像ビューアによっては、これらの画像が正しく開かないことがあります。

それらはGIS ソフトウェア（ArcGIS、ArcMap、QGIS など）を使用して表示するこ

とを目的としています。

完全なフライト

RedEdge-MX はアクション対応で、プラットフォームに関係なくシームレ

スに統合します。
それはコンパクトなデザインをしており、できるだけ多くの無人機モデルで動作

するように軽量です。 利用可能な統合キットを参照してください。

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。



■  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。

Sequoia+（4波長マルチスペクトラルカメラ） 

・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。



Bluegrass Fields(Sequoia 搭載ドローン)
農産業のエンドツーエンドドローンソリューション
Parrot Bluegrass Fields は、開封後すぐに使える無人機ソリューショ
ンです。
それは作物分析のワークフロー全体に及びます。
Parrot Bluegrass Fields は農家に不良発生率の割合を最大にするため
に必要な洞察作物の品質を高めます。

・ 頑丈で飛行が簡単な Parrot Bluegrass drone
・ 業界をリードする Sequoia マルチスペクトルセンサーと 14 MP フ
   ロント RGB カメラ
・ Parrot Fields モバイルアプリで現場でのワークフロー全体を簡素化
　（1年間の加入）
・ 集められた作物データをさらに詳細に分析するための Pix4Dfields
   デスクトップおよびクラウドソフトウェアへのフルアクセス
  （1 年間の加入）

効率的で丈夫な East-to-Fly Quadcopter ドローン
Bluegrass Fields は、作物マッピングと空中スカウトの両方のために設計された頑丈で飛ばしや

すいクワッドローターです。
122 m で 65 ha までの広大な畑を覆うか、10 mで 0.9 cm / px までの高解像度を得るために低く

飛んでください。

柔軟な垂直離着陸（VTOL）機能により、狭い場所でも効率的な運用が可能です。

 3 つの付属バッテリー（1バッテリーあたり 25分の飛行時間）を使用すると、より簡単に自信

を持ってより長いミッションを飛ばすことができます。

多彩なビジュアルスカウトとクロップマッピング
2つの統合された多目的センサーを装備した、 Bluegrass Fields は視覚的な偵察と作物マッピング

のための完璧なプロの無人機ソリューションです。

業界をリードするマルチスペクトルの Parrot Sequoia センサーは、非常に正確な作物マッピン

グを可能にします。

4つのマルチスペクトルモノバンド（赤、緑、RedEdge、近赤外）、1.2 MP、グローバルシャッ

ター 11.5 cm / px、122 m の飛行高。

ParrotFields モバイルアプリで実用的な現場での洞察
Parrot Bluegrass Fields は、マッピングとスカウトを素早く簡単にします。

完全に自動のフライトを実行するか、または穀物の上で手動で飛ぶ。

飛行中にリアルタイムでNDVI マップを生成します。

必要なデータをすばやく入手できます。

あなたのモバイルデバイスの利便性からあなたの作物の進化を監視するためにNDVI マップを

比較してください。

Pix4Dfields を使用した詳細なクロップ分析
Parrot Bluegrass Fields は、農業用の Pix4DFields ドローンマッピングソフトウェアへのフルア

クセスを提供することで、より高度な分析でよりスマートな決定を下すのに役立ちます。

新しいインスタントプロセッシングエンジンを使用して、現場での変動をより迅速に特定

（1.5 分で 50 ha / 123 ac を処理）詳細な作物性能分析のための事前定義またはカスタムイン

デックスマップの生成 より正確な肥料施用のための処方箋マップ圃場の境界線をインポートま

たは描画。



Bebop-Pro Thermal
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。



ANAFI Work(4K 対応ウルトラコンパクトドローン)

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。

持ち運びの荷物にならない
折り畳み式





GeoSLAM ３Dモバイルマッピングテクノロジー“ZEB-REVO RT”
どこにでも持ち運び可能で、GPS を使用しない３次元モバイルマッピングテクノロジー

ハンドヘルド端末で軽量、そして簡単に使える３次元レーザースキャナーを使用して歩

きながらのスキャニング操作で短時間で高精度３Dモデルを作成することができます。

あらゆるものをマッピングできる完璧なソリューションです。

■ どこにでも持って行ける（go-anywhere）３次元モバイルマッピングの３つの大きな強み。

GPSを使用せずに素早くモバイル
マッピングを実施。従来の伝統的
な測量技法に比べ何倍も早く測量
を完了。

簡単な操作とユーザーフ
レンドリーな操作。短時
間でのトレーニングでシ
ステムを理解。

1000件以上のプロジェクトで実績を積
み上げて来た革新的なSLAMマッピン
グソフトは様々な困難な環境下でも精
度の高い結果を出しています。

■ZEB-REVO RTハードウエア・ソフトウエア構成

Simultaneous Localization And Mapping(SLAM)
自己位置推定と空間地図作成を自動で同時実行する機能

大きな特徴:移動しながらのレーザースキャンが可能。位置情報取得にGPSを使用せずIMU使用。



■作業手順

■応用例

360°の視界をスキャナーから最大 30m範囲
（屋内の場合 30m。屋外の場合 15m 範囲）で、
歩き回る事で 43,000 の計測ポイントをわずか
数秒でキャプチャー。
自動 SLAM (Simultaneous Localisation And 
Mapping = 自己位置推定と空間地図作成を自動
で同時に実行 ) 処理ソフトウェア「GeoSLAM 
HUB」が高度に正確な３次元点群を生成します。
また付属のビデオカメラで取得した動画をレー
ザースキャニングと同期表示させることが出来
ます。

作成例 -1：
某施設の中にある機械室、パイプや機器が並んでいる場所を ZEB-REVO RT で約 20 分ほどでスキャンニング実施、パイプ類や機器類の形状や配置が非常に
はっきりと表示されており、空間の距離も高い精度で測定可能。

作成例 -2：
弊社所在地の近くにある半蔵門線水天宮前駅地下の一部の３次元点群、ZEB-REVO RT を片手に持ちスキャンしながら地下鉄の４か所の入り口を歩きながら
撮影。 スキャニングにかかった時間はわずか 20 分。

作成例 -3：
ZEB-REVO RT には、スキャン中に前方に見える風景や対象物のビデオ録画の為に使用する小型のビデオカメラをハンドヘルドスキャナーに装着できます。
GeoSLAM Viewer（GeoSLAMビューワー）上でスキャナーの移動経路が表示され、経路上の任意の箇所をクリックするとそこで撮影された画像およびク
リック操作でその画面を含むビデオを閲覧できます。また、ビデオ映像からの色表示を取り入れた色付き点群も作成出来ます。なお、色付き点群の色表示
はあくまで補助的な役割のため、スキャナーの移動経路のクリックで表示される周辺画像あるいはビデオの閲覧をおすすめします。

一旦マップされると、同期された画像と
取得した３次元点群データがGeoSLAM 
HUB ソフトウェアに 2Dと 3Dで表示さ
れます。
大きなプロジェクトの場合は複数のデー
タセットをマージすることもできます。

歩いてスキャニング ３次元点群表示
成果物は業界標準フォーマットで使用することが
でき、ユーザーはサードパーティー製の前処理ソ
フトウェアとのより良い統合のため、豊富なエク
スポートオプションや設定から選択することがで
きます。

エクスポート



GeoSLAM 3Dモバイルマッピングテクノロジー“ZEB HORIZON”

■GeoSLAM Hub & Draw ソフトウエア

ZEB HORIZON とは、GeoSLAM社の最新製品、ZEB HORIZON 3D モバイル

スキャナーは 100mの範囲を持ち、屋外での使用に長けていますが、とて

も軽くコンパクトなため屋内の調査にも大活躍します。

パワフルな SLMA技術をコアとしており、ZEB HORIZON は地下や森の中と

いったGPS の弱い遠隔地であっても使用することができます。

バックパックに入れて簡単に持ち運べ、簡単に使用可能、スキャナー範囲

を広げたり、人の手では届きにくい場所（天井の空間）に届かせる場合は、

ZEB HORIZON を延長可能なポールを使用して持ち上げて使用できます。

ZEB HORIZON に GeoSLAMクレードルを取り付ければ、手の届きにくい低

いところ（マンホールなど）にも使用できます。

当社が日本での代理店となっているGeoSLAM社は、イギリスに本部を構え、「どこにでも持ち運べる」3Dモバイルマッピング技術で世界
的な市場をリードしています。
GeoSLAM社のユニークなハンドヘルド技術は大変多用途であり、全ての環境に受け入れられ、特に、屋内や地下、またはアクセスの難し
い場所など、GPS なしで正確な 3Dマッピングを製作します。
GeoSLAM社の技術は容易に使用でき、数分のうちにその環境のかなり正確な 3Dモデルを作ることができます。
GeoSLAMは 2012 年に CSIRO（オーストラリアの科学エージェンシーであり、Wi-Fi の発明者）と 3Dレーザーマッピングのジョイントベン
チャーとして誕生、地理的調査、エンジニアリング、採掘作業、林業、施設や資産管理のセクターで、GeoSLAMはネットワークを広げ、6
大陸 57 の国で 78 のディストリビューターに広がっています。

GeoSLAM Hub & Draw ソフトウエアは３次元点群データを様々に活用できる情報と価値のある成果物に変える事が出来る包括的なソフト
ウエアセットです。

可能性は無限大

ZEB HORIZON をドローンにマウントすれば上空から完全な特徴の把握をすることもできます。

●屋内外のスキャンを簡単に
●ほんの数分で超高精度な 3Dモデルの作成が可能
●最新の SLAMアルゴリズムを用いた最先端技術
●1～ 3cmの精度で 300,000 ポイント /秒を取得

GeoSLAM Hub ソフトウエア
 ・SALAM登録データをドラッグ＆ドロップ
 ・データセットのマージ（統合）機能
 ・３次元データを FeoSLAM Draw で作業できるように２次元レイアウト化します
 ・２次元・３次元ビューワー機能
 ・ユーザー指定の出力形式でエクスポート
 ・ユーザー指定パラメータでのカスタム SLAM処理
 ・ZEB CAMで取得した画像データを３次元データと同期させ可視化

GeoSLAM Draw ソフトウエア
 ・２次元図形の並列化（Alignment）と地理参照化（Georeferencing）
 ・距離計算機能
 ・ベクター化
 ・ボリューム計算
 ・エクスポートオプション
 ・Web エクスポート



自動登録（Automatic Registration）
この機能により３次元点群の登録作業（Registration）は非常に簡単になります。
また、複数のスキャニングで取得した点群の統合作業も楽に行う事が出来ます。
地理参照作業は球形ターゲットを使用し行います。
GeoSLAM Hub ソフトウエアは ZEB-CAMビデオカメラ映像を３次元点群データ
に同期させることが出来ます。

閲覧および注釈記入（View & Annotation）
同期がとれた点群と画像はビューワーの中で 2Dあるいは 3Dで閲覧および検証
できます。

高度な画像処理（Advanced Processing）
難しい環境条件あるいは制約がある環境条件で取得したデータは高度な画像処
理パラメータを駆使して再処理にかけることが出来ます。
 簡単なスライダー方式の選択方式でユーザーは屋外環境で発生するスキャンド
リフトや各種のノイズを除去出来ます。

エクスポート（Export）
las、laz、e57、ply、及び txt の５つの出力形式をサポートし、ダウンストリー
ムとのスムーズなインターオペラビリティを可能にします。
大容量データは容量を減らしてスムーズ化する事も可能、カラー RGB、シェー
ド加工して保存が可能。

■
地上でスキャンするように、ZEB-HORIZON レーザーマッピング装置をMatrice600 に搭載して空中から地上に対しスキャンすることも可
能です。Matrice600 に搭載する為の専用のマウントキットを使用します。

Matrice600ドローン搭載 ZEB HORIZON
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■作成例 1：

■作成例 2：

下記の画像は、ZEB HORIZON でスキャニングした対象物（建物や通り）のプレヴュー画像です。

■作成例 3：
千葉県にある高洲海浜公園に小高い丘があります。その丘の写真と ZEB-HORIZON で作成した３次元点群です。

■作成例 4：
千葉県にある高洲海浜公園に小高い丘があります。その丘の写真と ZEB-HORIZON で作成した３次元点群です。


