
出力した点データを地上型 3D スキャナーのデータと合成

DPI-8 ハンディ 3D スキャナーは移動しながら、高速で計測しま

す。DPI-8 は 3ｍ先の対象物をスキャンでき、携帯型 3D スキャ

ナーとしては最も遠くまで計測できるモデルです（当社調べ）。

従来のハンディ 3D スキャナーとは異なり、スキャナーとタブレ

ット PC が一体型になっており、計測中に画面を見ながら片手で

操作できます。保存された点データから、現場で対象物の距離を

測定できます。室内、工業・プラント、大型構造物、遺構・遺跡、

文化財等の計測、干渉チェック、測量業務に利用されています。

車内計測（高精度 SR モデル）

ダッシュボードの下を計測することで、空間スペースの広がりや

アクセル／ブレーキペタルの距離を測定できます。座席を含む車

内全体を計測しモデル化することで、エアコンや外部からの風の

流れをシミュレートする流体解析の元データとなります。人体の

重みから形状変化する座席面を定量的にスキャンすることで、最

適な“座り心地”を想定できます。これまで車内を手軽にスキャ

ンできる 3D スキャナーはありませんでした。特に 30cm の離隔

距離からスキャンできる SR モデルは DPI-8 に比べ高精度で、例

えばインパネ後方の配線状態をチェックでき部品を取り外す必要

はありません。エンジンルーム内の込み入った機器の位置関係を

測定でき、車両の床下全体もスキャンできます。

タブレット搭載、DPI-8

ハンディ 3D スキャナー

掲載の仕様は予告無く変更される場合があります。

ハードウエアと標準品 PrimeSense Carmine センサー（OS Android 4.2/4.4）、近赤外線とカラー（RGB）画像

アンドロイド・タブレット 8 インチ・タブレット、USB 2.0/3.0 micro USB コネクター

ディスク・オンボード、16 or 32GB フラッシュドライブ、バッテリーチャージャ、ハードケース

質量と寸法 質量：1kg 以下  寸法：20 cm x 24 cm x 6 cm

ソフトウエア Phi.3D ソフトウエア（ハードウエアに搭載） 出力フォーマット：PTS, PTX, PLY, Cyclone

測定距離と精度 1M 2M    3.5M

精度       2mm 6mm  10mm

プラント施設、大型構造物、測量、

室内の計測に最適



性能 寸法

測定距離 2～300m (100%反射率) スキャナー (DxWxH) 215x170x430mm

測定範囲（水平 x 鉛直） 360°x90°（-25～+65°） 質量 6.15kg (バッテリー除く)

スキャンレート 40,000 点/秒（最大） バッテリー (DxWxH) 42x165x120mm

ビームの広がり 0.37mrad バッテリーの質量 0.85kg

解像度 18.5mm x 37mm @100m 電気

精度 ＜6mm @50m (1Σ） バッテリー電源 12V

システム 電気消費量 40W （平均）

スキャン方式 回転ミラー バッテリータイプ Li-Poly

レーザー レーザークラス 1M バッテリー使用時間 ＞3 時間

搭載カメラ 5mpx x 2 式 環境

解像度 (2,592x1,944) x 2 px 操作温度 -10°～+35°C

内部のデータ保存 32GB メモリー 保管温度 -25°～+80°C

データ転送 Wi-Fi, USB, イーサネット 湿度 結露しないこと

スキャナーの制御 スマートフォン／タブレット 防塵防水 IP65

高速スキャン、コンパクト設計、バッテリー内臓

STONEX 社（イタリア）製の 3D レーザースキャナーモデル

X300 は精度（＜6mm@50m）で、最長 300m まで計測で

きます。X300 はタイム・オブ・フライト方式を採用してお

り、中距離の測量業務に最適です。コンパクトなデザインで、

バッテリーを含め僅か 7kg という軽量です。2 式のデジタル

カメラ(5mb)を搭載しており、モデルにテキスチャ画像を張

り付けできます。レーザーの部分はガラス・ウィンドウで密閉

されており、さらに IP65 という高い保護規格で製造されてい

るため、厳しい作業環境下でも利用できます。なお、STONEX

社はトータルステーション、GPS などの測量機器を製造販売

しており、ヨーロッパでは大手の計測機器メーカーです。

測量用3D レーザースキャナー 398万円（税別）

高精度・軽量・IP65 仕様

（左）GPS アンテナ、（中）天井部分を計測するアタッチメント（オプション対応）



Agisoft と 3D レーザースキャナーの点データを編集する

３D点群処理ソフト(OPT クラウドサーベイ)

Photoscan で処理をした XYZRGB の点群データをブロック分割して一括削除する

・オーバーハングのメッシュ機能（崖、トンネル）

“市販の測量用 3D 点群処理ソフトではオーバーハングメッシュができないので困っている”そうした

声を多くの測量関係者の方からお聞きしています。OPT クラウドサーベイは一回のマウスクリックで、

オーバーハングのメッシュを作成できます。ご使用中のソフトにこの機能が無い場合、OPT クラウドサ

ーベイを“メッシュ作成の専用ソフト”としてご利用いただけます。

・多くの入出力フォーマットをサポートする。

サポートする主なフォーマットは以下のとおりです。

LAS, ASCII, CSV, PTX, OBJ, PLY, STL, DXF3DFACE, SHP, RASTER, DP

（DP フォーマットのデータ圧縮率は約 30～50 倍です）

・3D スキャナー用ターゲットの検出に使用する。

3D スキャナーをお持ちの場合ターゲット検出ソフトとして利用できます。サポートされている

ターゲットタイプは以下のとおりです。

・豊富なフィルタリング機能（標高最低点抽出、植生のグループ化と削除）

膨大な点群データのフィルタリングには多くの時間がかかります。点データを自動（あるいは半自動）で

編集できれば作業時間の軽減につながります。OPT クラウドサーベイには豊富なフィルタリング機能があ

ります。設定ツールを使って点データをグループ化し不要な点データを一括削除できます。最終的な成果

物は多くの場合に図面となるため、図化用の 2D CAD へ渡すためにもこの機能はたいへん重要です。



画像の自動合成、タイポイントは不要

Agisoft ソフトの最大の特長は、画像の枚数が大量であっても自動で合成を行なうことです。通常画像

処理のソフトウエアは、重なり合う画像のペア間にタイポイントを配置する必要があります。しかし、

Agisoft ソフトはタイポイントの配置が不要です。Agisoft ソフトは画像のピクセルの感度（色調や階調）

を判別しながら、すべての画像を自動で合成していきます。そのためソフトを実行する PC は高速のグ

ラフィックカードと最大限（32GB など）のメモリーが必要となります。高速の PC ほど処理時間を短

縮できます。

Agisoft ソフトは、オルソ画像の作成と点データを出力できます。人物や構造物の 3D モデルの作成、

あるいは地形データの解析（土木測量、遺構の図化、UAV による地形計測）の目的で、多くのユーザ様

でご採用いただいています。

3D モデルとオルソ画像を作成。点データで出力可能

Agisoft ソフトウエアの特長は以下のとおりです。

 複数枚の重複した写真から 3D モデルを自動で作成する

ラップする複数枚の画像から 3D モデルを作成する

 Exif に書き込まれた GPS 情報の利用やターゲットを使用

 使用用途により Standard又はProfessional 版を選択可能

 テキスチャ付きの 3D モデルを作成できる

 オルソフォトの作成、メッシュの出力機能（Pro 版）が可能

 座標値入力機能（Pro 版）があり、面積・体積の計算が可能

 バッチ処理が可能

 多くの出力フォーマットをサポートする

（GeoTiff, xyz, VRML, Wavefront OBJ, PLY 等）

写真計測ソフトウエア(Agisoft)

〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸 2974 番 6 モリタビル

株式会社オーピーティー

TEL: 044-455-4317 FAX: 044-455-4318

info@opt-techno.com www.opt-techno.com

掲載の仕様は予告無く変更されることがあります。20161006

高解像度のオルソ画像を作成する


