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Pix4Dmapper
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。

■ 画像取得

■ デジタル化

■ コントロール

RGB 画像や熱画像、マルチスペクトル画像を様々なカメラ

Pix4Dmapper なら撮影した画像からデジタル 3D

プロジェクトを精査して品質を向上させましょう。

で取得しましょう。ドローンを使用する場合は、無料の

モデルを作成できます。クラウドまたはデスクトッ

Pix4Dmapper の品質レポートを用いて、出来上っ

Pix4Dcapture アプリを使って、ドローンの自動飛行および

プの写真測量プラットフォームを使って、プロジェ

たモデルのプレビュー、キャリブレーションの詳

画像データの自動転送も可能です。

クトをシームレスに進行できます。

細など、多くのプロジェクトの品質指標を確認でき
ます。

■ 測定・点検

■ デジタル化コラボレーション＆フェア

距離、面積、体積を測定できるほか、標高断面データの抽

コミュニケーションやチームワークを効率化し、クライアントとの信頼関係を深めましょう。

出や、バーチャル検査も可能です。

プロジェクトに関するデータや洞察をチームやクライアント、その他のステークホルダーと選
択的かつ安全に共有できます。

プロジェクトに合わせてツールを自由に選択
分析やレポーティングを行うのに、デジタルマップやモデルを対象業界で利用される各フォーマットへ簡単に出力できます。

色付き点群

3D テクスチャメッシュ

オルソモザイク

指数マップ

数値表層モデル (DSM)

サーマルマップ

Pix4Dﬁelds
空中作物分析およびデジタル農業向けの高度な農業マッピングソフトウェア
ドローンと UAV の画像を使用した精密農業マッピング
農家、育種家、農学者の助けを借りて作成された、農業向けのドローンマッピング
ソフトウェア

Pix4Dﬁelds が選ばれる理由

正確さ

即時結果

直観的な農業体験

フル解像度の画像を Pix4Dﬁelds にお

新しい即時処理エンジンによって、農

レイヤー比較、帯状分布及び処方ツー

いて、年間を通じて一貫性があり、

場にいながら高解像度マップを作成す

ルがあなたのマップの読み取り・管理

比較可能なマップに変換します。

ることができます。

を助けます。

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

農場での活用

オフィスでの分析

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。

作物のリアルタイムマップを作成および分析して、農業のワークフローを強化します

オルソモザイク

フィールド境界

植生指数マップ

デジタル表面モデル

帯状分布マップ

処方マップ

Pix4Dreact
緊急対応および公共安全機関向けの 2D 高速マッピング
緊急時対応用マッピングソフトウェア
素早く信頼性の高い状況把握で、現場における迅速な意思
決定と連携をサポートします。

■ 画像取得

■ 処理

■ 調査

ドローンを手動、または無料飛行計画アプリ

Pix4Dreact で、大量の画像を短時間で合成

使いやすい Pix4Dreact のツールで、対象地点

Pix4Dcapture（Parrot 社・DJI 社製ドローン

現場または活動拠点で計測可能な 2D マップ

の識別、マーキング、評価を地上から簡単に実

対応）を使って飛行させ、必要なデータを取

を作成します。

行でき、対策に必要とされる効果的なデータを

得します。

得ることができます。

■ 共有

■ 対応

マップを出力して、チームや意思決定者が最も

刻一刻と変化する状況下において、最新の

情報を必要とするときに効果的なデータを提供

マップで貴重な時間の節約、安全性の確保、

できます。

コスト削減を可能にします。

現場の緊急対応チームを支援
緊急対応の専門家と共に開発された Pix4Dreact は、公共安全や人道支援に従事する方々に最適な 2D 高速マッピングソフトウェアです

地震

水害

火災

行方不明者の捜索

出動計画

難民支援

Sentera NDVIセンサー
■ シングルNDVIセンサ
・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、Phantom 4 Pro V2 あるいは MAVIC Pro/Platinum 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, Mavic 2 Pro
■ Double 4K センサ
・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
■ Inspire対応 ３軸制御ジンバル付きDouble 4K センサ
・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

■ Matrice210V2対応 ３軸制御ジンバル付きDouble 4K センサ AGX710
・Multispectral モデル、RGB/NDVI モデルの２種類あります。
・Matrice210V2 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：Matrice210V2

高性能 NDVI センサーは、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 を作成するに当たり、Sentera 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 NDVIセンサー
■ Mavic 2 Pro + Sentera Single NDVIセンサ
Mavic 2 Pro に Sentera センサを取り付けた機体。
Mavic 2 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。
Mavic 2 Pro に後付けした NDVI センサの展開図

■ Mavic Pro + Sentera Single NDVIセンサ
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。
Mavic 2 Pro に後付けした NDVI センサの展開図

■ Inspire-2 + Senteraセンサ
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付けてその上で３軸制御ジンバル付
Double 4K センサを機体に接続します。

■ Matrice210V2/200V2 + ３軸制御ジンバル付きSenteraセンサ AGX710
Matrice210V2/200V2 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。

Matrice210V2 に AGX710 を取り付けた状態
(Matrice210V2 は 2 つ取り付け可能 )

Matrice200V2 に AGX710 を取り付けた状態
(Matrice200V2 は 1 台のみ取り付け可能 )

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

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。
放射照度および太陽角度測定の最先端技術により、より

Matrice200V2/210V2 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

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。

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。

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。

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。

RedEdge-MX（5波長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。

RedEdge-MX Standalone

RedEdge-MX Dual Camera System
RedEdge-MX デュアルカメラシステム
主要な特徴
・10 バンドすべての同期キャプチャ
・すでにお持ちのドローンとソフトウェアで動作します
・DJI クイックマウントキットはすでに付属しています
・RedEdge-MX Blue の特長 - 新しいフィルタグループを備えた RedEdge-MX の
新しいバージョン

衛星画像とドローン画像の直接データ比較

Sequoia+（4波長マルチスペクトラルカメラ）
Sequoia+（セコイア プラス）:農業向けに設計されたマルチバンドセンサー
取得したマルチバンドの空撮画像を Pix4D ソフトで NDVI マップを作成する場合には従来
必要であった反射板を不要にしました。
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。

■ 特徴：
・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）

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。

緑の植物の反射率

ANAFI THERMAL(赤外線、4K HDR デュアルカメラ搭載)
小型・軽量サーマルドローン
ANAFI Thermalは、使いやすく軽量でパワフルなサーマルイメージングドローン。
ドローン独自の画像処理機能により、
リアルタイムで対応し、記録された写真やビデオをこれまでより
も詳細に分析できる。ANAFI Thermalは、多くの産業や点検や監視などの業務に大きな革命を起こす
ように設計され、専門家に彼らの要求やニーズに完璧に適応する完全なソリューションを提供。
本体の重量は315gで、手に持った状態からの離陸が可能,、
アームを折りたたんでコンパクトに持ち運
べる。
搭載されている2台のカメラは、ThermalFLIRと21メガピクセルのSONY製4K HDR。
3軸ジンバルにより、安定した撮影が可能で、真下を撮影できるように+/- 90°
のチルトに対応。
3つのバッテリーを交換して、最長で78分の累積飛行を提供、
また、FreeFlight 6アプリにより、飛行範
囲を指定。

■ 見えないものと見えるもの両方を撮影する

■ ANAFI Thermal 特徴

2 つの高精度カメラ

熱測定：FLIR radiometric
thermal-imaging カメラ

外観検査：21MP Sony sensor
4K HDR カメラ

180°と 3 倍ズームチルトカメラ
ANAFI Thermal のジンバルは垂直方向に +/- 90°傾いています。
サーマルイメージングと RGB を使用して、天頂ビューでは構造物の真下、天底
ビューでは屋根と平らな表面を検査できます。
その x3 ズームのおかげで、完全な安全性で精密に高架ビルや地域を見ることが
できます。

建造物の熱測定値の作成、表面の熱損失の
取得、建物の熱観察が可能です。
足場の設置を不要にしコストダウンを図れ
ます。

軽量かつ簡単に扱えるオールインワンド
ローンは、ソーラーパネルなどの不良ポイ
ントを迅速に特定することができます。

ホットポイントを遠隔観察でき、また 4K
映像と熱測定の併用により、険しい区域で
の捜索にも期待できます。

大気汚染(大気質)マッピングシステム Sniﬀer4D
ドローンによる大気汚染マッピングシステム
Sniﬀer4D は、ドローンベースおよび車両ベースの大気質マッ
ピング用の高度にカスタマイズ可能なモバイル大気質マッピン
グシステムです。
150x134x42mm の大きさと重量 450〜600g で、さまざまな
地上および空中ドローンと簡単に統合できます。
Alphasense UK の最先端のガスセンサーを使用しています。
各センシングモジュールには、SOARABILITY 独自のフィルタ
リング、バイアス補正、湿度および温度補正アルゴリズムを
実行するための専用 16MHz マイクロコンピューターが装備
されています。

■複数の大気汚染物質情報の同時収集

低濃度

汚染物質 6
汚染物質 5
汚染物質 4
汚染物質 3
汚染物質 2
汚染物質 1

高濃度

ドローンでの飛行中に、装置に内蔵した各種大気汚染センサーによって複数の汚染物質濃度を 1Hz 間隔で測定し無線で地上の
PC に伝送します（註：この無線方式は近々採用予定）。また、装置に内蔵したマイクロ SD カードにデータを記録。
地上で Sniﬀer4D Mapper をインストールした PC でデータを３次元で可視化します。

■Sniﬀer4D を使用した測定例
測定例１：日本橋茅場町付近で、Sniffer4D センサーモジュールを手持ちで歩きながら測定した実施例。
左から、衛星地図を背景にした PM2.5 の測定値分布図、同じくストリート地図を背景にした PM2.5 測定値分布図、その
３次元マップ、ストリート地図を背景にし VOC（Volatile Organic Compounds：揮発性有機化合物）の測定値分布図。

測定例 2：千葉県の河川敷で Sniffer4D センサーモジュールを Matrice100 に搭載し、高度 100m までの範囲でドローンを
飛ばし PM2.5 の測定データを取得。下記の画像は、左側から順にドローンの飛行経路での測定データの３次元表示、衛星
地図を背景にした高度 30m 〜 40m での測定データ、ストリートビューを背景にした高度 30m 〜 40m での測定データ、
ストリートビューを背景にした高度 70m 〜 80m での測定データです。

■モバイルタイプ大気汚染センサーデバイス「Sniﬀer4D」の大きな特徴

●モバイルタイプでドローン搭載あるいは車載用に設計

耐 EMI 特性を持つカーボンファイバー筐体。内部サスペンション機構、冷却機構、
柔軟なセンサー収納機構

●テレメトリーによるリアルタイム伝送

位置情報及び時間情報を持つ大気汚染データを 1Hz の間隔で取得

●必要なセンサーを選択して搭載

使用環境に応じてセンサーモジュールを選択し
Sniffer4D に収納

●精度の高いデータを取得

低ノイズアンプ、サンプリング回路、ガス検知器、
ゼロドリフト保障アルゴリズムのような先進的手
法を Sniffer4D に採用

●汚染データの 2 次元・3 次元化
・2D グリッド大気汚染分布マップ
・2D アイソライン大気汚染分布マップ
・3D 点群大気汚染分布マップ

●データ回復アルゴリズム

データ伝送中に途切れ」が発生しても送受信が再
開され次第自動的に伝送が再開され、データの統
一性は確保

●ミッションレポートの自動生成
■ドローン、航空機、ヘリコプター、及び自動車に搭載可能な Sniﬀer4D
Matrice100 搭載

Matrice210V2 搭載

固定翼ドローン搭載

ヘリコプター搭載

自動車搭載

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。

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。

■応用例
スキャニング経路：ビルの７階→非常階段経由→３階→非常階段経由→１階→外に出て近くの神社→１階から非常階段
経由→７階のスタートポイントに戻る。
このような移動経路でビル屋内、ビル屋外非常階段、屋外道路、神社を連続してスキャンした場合の 3 次元点群を作成。
ビル内のスキャンした場所もカットツールで切り取れば内部点群も見ることが出来ます。

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

可能性は無限大
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。

ZEB-HORIZON の主な特徴
データロガー

スキャナー

最大測定距離

屋内外にて 100m

スキャンポイント

300,000 測定点 / 秒

計測視野角

270 度 X 360 度

測定位置精度

1 〜 3 cm( 相対値 )

画像処理方式

後処理 ( 専用ソフトウェア )
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■GeoSLAM Hub & Draw ソフトウエア
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。

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
・ZEB-HORLZON の製品にバンドルされています。
・E57、Las/Laz、PLY、Xyz 形式の点群のエクスポート・インポート
機能
・平面、正面図、側面図作成
・距離計算
・平面図面自動作成及びベクター化
・聖地、地理参照データ

■ Matrice600ドローン搭載 ZEB-HORIZON

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。

作成例
■作成例 1：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 2：千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 3：某鉱山のストックヤードに積み上げられたスラグの山の３次元点群とその体積計算例です。

