製品案内

ハンディ Leo 3D スキャナー

測量用ドローンレーザー

SLAM モバイルスキャナー

ハイパースペクトルセンサ

ハンディ DPI 3D スキャナー

オブリークカメラ

＆

SfM 写真計測ソフトウェア

パノラマカメラ付き
3D レーザースキャナー

高精度 3D レーザースキャナー

NO 21

UAVレーザー測量で使用、UAV写真測量でも使用
校正済みカメラ搭載・ドローンレーザー AA450
AA450はレーザー測量としてまたは写真測量として使用で
きます。軽量かつ堅牢で、高性能レーザースキャナー、写真
測量向け26 MPカメラ、IMU、解析ソフトを含みます。付
属の解析ソフトウェアでは、Metashapeで使用可能な写真
の主点座標（Photoscan.txt）をJGD2011で出力できま
す。DJI M300以外、国産のドローンに搭載できます。
事例１：御殿場市「ASITE」で計測。対地高度50m、一回のフライトで、フライト時間は12分

事例２：500x500mの採石場を測量。対地高度120m、一回のフライトで、フライト時間は28分

仕様諸元
一般的なシステム性能
RMS（絶対精度）

<10 cm HZ
<5 cm V

精度条件

基準点なしで、@50 m 飛行
対地高度(AGL)

搭載用マウント

専用ポート付外部電源
(アルファポート・インターフェース)

機器重量

(1)

1 kg

機器寸法

12.8 × 12.8 × 6.75 cm

通信

1×GNSSアンテナ Skyportインターフェース用ポート
1×USB Type-C、最大160Mb / sのコピー速度

データ容量

256 GB

点密度
(5 m/s (18 km/h) 速度の場合)

570 pts/sqm @ 50 m 対地高度(AGL)
280 pts/sqm @ 100 m 対地高度(AGL)

スキャンエリア（最大）

30 分のUAV フライトで2 km 2 のエリア

オペレーション

ボタンタッチ操作

輸送用ケース

1× 専用カットフォーム保護付きソフトバッグ

環境
使用温度

-20°C ~ +50°C

保管温度

-20°C ~ +65°C

IP 等級

IP64

湿度 (稼働時)

80%, 結露なきこと
電気

入力電圧

DC 12 ~ 14 V

消費電力

32 W

電源供給

UAVバッテリー使用、あるいは
ドローンのバッテリー から供給

*仕様は予告なく変更される場合があります。
(1) カメラ搭載時の重量計算. (2) 平均的な条件に対する通常の数値 (3) 精度は実際（真の）値に
対する測定された量の一致の度合い (4) 精密性とは、次の測定でも同じ結果が得られる度合い
のことです。CHCNAV COPre ソフトウェアにより改善可能

簡単にドローン に装着できる

スタートボタン
マルチバンド
GNSS
USB タイプ-C
ポート

軽量で強靭
なボディー

レーザースキャナー
レーザークラス
最大距離、反射率 >
80%

(2)

最大距離、反射率 >
10% (2)

1 (IEC 60825-1:2014に準拠)
450 m

256 GB
データ容量

190 m

26MPカメラ

ライダーLivox AVIA

ライダーのリターン数（最大） 3

20mm
精度

(3)

精密性

20 mm @ 20 m
30 mm @100 m
(4)

15 mm

視野

70.4° (水平) × 4.5° (垂直)

スキャン速度

240 000 pts/sec (最初あるいは最強のリターン)
480 000 pts/sec (2つのリターン)
720 000 pts/sec (3つのリターン)

118mm

位置および方向推定 システム
GNSS システム

2重周波数GNSS GPS, GLONASS, BeiDou,
Galileo, サンプリング周波数 5Hz

IMU 更新速度

500 Hz

位置精度
GNSS 機能停止なし

0.010 m RMS 水平
0.020 m RMS 垂直
0.01° RMS ロール／ピッチ
0.04° RMS ヘディング
撮像システム

カメラタイプ

内蔵校正済みカメラ

解像度

6252 × 4168

有効画素（ピクセル）数

26.MP, 30 fps,

最小 trigger interval 0.6 秒

142mm

77mm

360x270°回転 SLAM・モバイル 3D スキャナー Trion S1
歩きながら、室内、都市空間、狭い道路、地下街、ビルの谷間、森林内を計測する
点群データはリアルタイムで表示可能
ハンディ 3D スキャナー モデル Trion S1 は軽量・小型です。レーザーは 360°x270°
回転しながら、リアルタイムで点群データを取得します。GPS は不要で、手振れなどのドリ
フティングを最小化しています。室内外のスキャニング、都市空間マッピング、測量、被災
直後の現場を短時間で計測できます。

河川計測の例

写真

立木調査：SLAM スキャナーと OPT Cloud Survey 点群処理ソフトで立木調査を行なう

(1)メッシュの地表面、不要な樹木
を削除する

(2)地表は凹凸でも、胸高
（120cm）で計測する

(3)樹木 1 本の半径を計算する

Trion S1 の仕様：
計測距離

120m

計測速度

320,000 点/秒

データ保存
計測時間

計測中に点群データを自動保存
バッテリー x 2(各 4 時間)

（ホットスワップ可能）
レーザーの数

16 (ビーム)

スキャナーの重量

1.8kg

FOV

360°ｘ270°

データロガー

2.2kg

レーザーの精度

0.8～2cm

計測方法

手持ち、又はバックパックで携帯

ビーム安全性

クラス１

IP 基準

IP54

メモリ

512GB

ディスプレイ

計測中に点群データを表示する
仕様は予告なく変更になる場合があります。

ITRES 社製、高精細ハイパースペクトルセンサとサーマルセンサ
ITRES 社は創業以来 30 年以上、革新的な技術でリモートセンシング業界をリードし、高精細ハイパ
ースペクトルとサーマルマッピングイメージャを販売しています。製品群としては、ハイパースペク
トル VNIR（可視近赤外）、MWIR（中波長赤外）、サーマル赤外イメージャ、RF ベースの遠隔操作お
よび監視システム、空中リアルタイムハイパースペクトル処理システム、ワイドアレイ VNIR（可視近
赤外）などがあります。UV（紫外）から LWIR（長波長赤外線）までの広範囲をカバーし、飛行機と
ドローンに搭載できます。ドローン搭載型マイクロセンサは、以下のスペクトル範囲となります。

事例：
河川の水質と植物の調査：沿岸、湖沼、内海などでの環境水や水生植物の調査、浅瀬域調査や水
深、赤潮や藻類の繁殖状況や定量化を調査でき、川底の地形調査（コンタ作成）に使用できます。

川底の堆積の量を調査する

1m pixel resolution, 48 spectral bands 375-1050nm

ドローン用 斜め写真・オブリークカメラ
3D都市モデル City GML構築を支援する
3D都市モデル（プラトー）の構築は現在、全国の都市に拡大
しています。3Dマップの作成ではこれまで、航空機で撮影さ
れた写真が使用されてきました。しかし今後は、UAV搭載の
小型・高性能オブリークカメラの利用が普及するものと予測
されます。
低空で飛行するドローンのオブリークカメラは、より高解像度
の斜め写真を撮影できます。ビル壁面の下部に対して、ゆがみ
の少ないモデルを作成し、市販のSfMソフトウェアで3Dマッ
プを構築できます。

オブリークカメラの利用分野は、都市モデル、景観シミュレーション、構造物や急傾斜面の測
量、建設現場、事故現場と災害状況の確認、鉄塔や電線離隔の調査、橋梁などのインフラの維
持管理や、リアルに表示したモデルをバックグランドにして、AR・VRで活用されています。

レンズの数

5 台（垂直 1 台、前方・後方・右方・左方の各 1 台）

写真の解像度

26MP(1 台)／130MP(5 台)

焦点距離

垂直用カメラは 25mm、斜め用カメラは 35mm

センサーサイズ

APS-C, 23.5 x15.7mm

カメラ 5 台の重量

660g

カメラ 5 台の大きさ

露出間隔

0.6s

電源

ドローン側より供給

斜めレンズの角度

45°

データダウンロード速度

250GB/s

使用温度

-20°Ｃ～+50°Ｃ

Time synchronization
accuracy

<1ms

v

130 x130 x95mm

製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。

パノラマ・カメラ付き

360x280°3D レーザースキャナー X150

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 X150 は高
速（32 万点/秒）で、最長 150m まで計測できます。360x280°の範囲
を短時間でスキャンできます。パノラマ・HDR カメラ（18MP）が付属し、
カラー点群を作成できます。チルト制御機能（±5°）があり、平行出しを
おこないます。X150 は中距離の測量業務に最適で、コンパクトなデザイン
です。小型で約 4kg という軽量です。360°全体のスキャンは僅か 45 秒
です。

X150 の仕様：
計測距離

0.2m～150m

データ容量

250GB(disk)+128GB(card)

点群の取得速度

320,000 点/秒

電源

バッテリーx2(各 4 時間)

精度

<1cm

電圧

22.8V

FOV

360°ｘ280°

スキャナーの大きさ

364x139.5x122mm

スキャン速度

360°スキャン：約 4 分

計測環境

0° C to +50° C

チルト制御

±5°

IP 基準

IP54

写真

360°HDR パノラマ画像

スキャナーの重量

約 4kg
仕様は予告無く変更される場合があります。

高精度・軽量・IP65 仕様
測量用 3D

レーザースキャナー 438 万円（税込）

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。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。

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

360°x90°（-25+65°）

質量

6.15kg (バッテリー除く)

スキャンレート

60,000 点/秒（最大）

バッテリー (DxWxH)

42x165x120mm

ビームの広がり

0.076°x 0.029°

バッテリーの質量

0.85kg

グリッドスペース

39mm x 39mm @100m

電気

精度

＜5mm @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-ion

レーザー

レーザークラス 1M

バッテリーの使用時間

＞3 時間

搭載カメラの数

2台

環境

解像度

192MP (360°)

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

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
掲載の仕様は予告無く変更される場合があります。

天井部分を計測するアタッチメント

インフラ 3D スキャナー DPI-10

①室内用、高精度３D スキャナー
（1） モデル DPI(距離 0.6～3.6M), （２） モデル 高精度 DPI SR(距離 0.3～1.8M)
・DPI 3D スキャナー

地上型 3D スキャナーのデータと合成：

DPI は 3ｍ先の対象物をスキャンでき、最も遠くまで計測できる
スキャナーです。
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操作できます。工場やプラント内、
大型構造物、遺跡、測量業務で利用されています。
・DPI SR (高精度、短距離用) 車内計測の例：
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。30cm から
スキャンでき、インパネ後方の配線状態をチェックできます。

② 室内外用、Dot３D スキャナー
唯一、炎天下で計測可能な長距離・タブレット 3D スキャナー *
Dot3D スキャナーは、室内外でも使用できますが、最大の特長は炎天下でスキャンできることで
す。これまで、屋外で計測できるハンディ 3D スキャナーは高額でした。Dot3D スキャナーは狭
いエリアの計測に適しており、安価で簡単に操作できるハンディスキャナーです。Windows PC
+ Intel RealSense（距離約 4m）で構成され、スキャンおよびデータ編集として Dot Product
社の Dot3D ソフトウェアが付属します。カラー点群を出力可能です。(*当社調べ)

３D 点群処理ソフト(OPT クラウドサーベイ) 33 万円（税込）
写真計測ソフトや 3D レーザースキャナーの点群データを編集する
・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。OCS 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。

Agisoft 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。
・以下の入出力フォーマットをサポートする
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

立木調査：樹木の直径を胸高で測定する

(1)点群データを取り込む

(2)メッシュの地表面
不要な樹木を削除

(3)地表は傾斜や凹凸であっても
胸高で計測。赤と青は範囲外

(4) 樹木 1 本の半径を計算する
名称、座標、半径、周長で出力

Artec社製ハンディ3Dスキャナー
非接触・マーカー不要、カラー画像
応用分野：人体計測、整形外科・歯科医療、リバース
エンジニアリング、機械検査、部品計測、文化財保存
① PCレス 3Dスキャナー モデル Leo（ディスプレイ付き、ジャイロ搭載）
新ハンディ3Dスキャナー Leoは、本体内部にオンボード処理機能を搭載し、計測中のスキャナー
データを自動で処理します。PCが不要で、スキャンしながら自動で3Dモデルを合成する世界初の
〝PCレス・ハンディ3Dスキャナー”です（当社調べ）。対象物をスキャンしながら、ディスプレ
イにて3Dモデルを確認できます。Leoには、標準モードのSDと高精度モードのHDがあります。

Leo SD

② モデル Space Spider

Leo HD

精度は 0.05mm

モデル Spider は軽量・小型で、最高レベルの精度を誇ります。高速で対象物を計測でき、同時
にカラー画像を取得できます。特に部品のエッジ部分を高密度で繊細に表現できます。

③ モデル Eva & Eva Lite

精度は 0.1mm

モデル Eva は高速・高精度でスキャンでき、大型構造物や広いエリアを一度に計測できます。
Eva には、標準モードの SD と高精度モードの HD があります。

Eva SD

Eva HD

特別・バンドル価格のご提案
Artec scanner + Artec Studio + Geomagic Design X
価格と詳細は、以下のサイトをご覧下さい。
http://www.opt-techno.com/artec

製品仕様
3D スキャナーのモデル

Leo

Eva（Eva Lite）

Space Spider

3D ポイント正確度

0.1 mm

0.1 mm

0.05 mm

0.2 mm (Eva lite

3D 解像度

0.2 mm

被写体距離 3D 精度（最大）

0.1 mm + 0.3 mm/m

0.1 mm + 0.3 mm/m

0.05 mm + 0.3 mm/m

作業範囲

0.35 ～ 1.2 m

0.4 ～ 1 m

0.2 ～ 0.3 m

体積キャプチャ範囲

160,000 cm³

61,000 cm³

2,000 cm³

最短距離撮影範囲

244 × 142 mm

214 × 148 mm

90 × 70 mm

最長距離撮影範囲（高×幅）

838 × 488 mm

536 × 371 mm

180 × 140 mm

撮影範囲（角度）（高×幅）

38.5 × 23°

30 × 21°

30 × 21°

テクスチャ読取

可

可 (Eva Lite は不可）

可

テクスチャ解像度

2.3 mp

1.3 mp (Eva Lite は不可）

1.3 mp

カラー

24 bpp

24 bpp (Eva Lite は不可）

24 bpp

44 fps

16 fps

7.5 fps

VCSEL

閃光電球

青色 LED

３D ビデオレコーディングで
の３D 再現率
3D 光源
ポジションセンサー（ジャイ
ロ）

0.5mm)

内蔵 9DoF 慣性座標システム

0.1 mm

—

ディスプレイ/タッチスクリ

統合 5.5"" half HD、及び外部デバイス

ーン

用イーサネットビデオストリーミング

マルチコアプロセッサ

内蔵プロセッサは NVIDIA 製を搭載

インターフェース

Wi-Fi, Ethernet, SD カード

内蔵ハードドライブ

256 GB SSD

—

外部コンピューターでの USB ストリーミング

サポート OS

外部コンピューター
1 × USB 2.0, USB 3.0 互換
—

—

Windows 8, 10 x 64
i7, 32Gb RAM コンピュータ

ハードウェア要件

ーは後処理で利用。スキャンの

i7 推奨, 12GB RAM

i7 推奨, 18GB RAM

際にはコンピューターは不要
出力：3D メッシュ

OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, PTX, E57, XYZRGB

出力：3D 点群と計測
電源
寸法
重量

3D 点群：BTX, PTX
内蔵バッテリ（AC アダプタはオプション）

高 x 奥 x 幅(mm)

計測：CSV, DXF, XML
AC アダプタ又は外付けバッテリーパック

231 × 162 × 230

262 × 158 × 63

190 × 140 × 130

2.6 kg

0.9 kg

0.8 kg

製品の仕様等は予告なく変更になる場合があります。

3D スキャンデータと CAD データを
比較・計測・検査する。PointShape Inspector
～幾何寸法公差（GD&T）の機能を持ち、部品の測定検査や品質管理に利用する～
PointShape Inspector は、3D スキャナーで取得し
た点群データと設計データ（CAD モデル）を形状合
わせ（アライメント）し、寸法の計測や断面の比較を
行う検査ツールです。スキャンデータと設計データを
比較し差異を確認でき、最終製品の検査に利用できま
す。3D スキャナーが普及するにつれて最近では、
CAD
データとの比較を希望されるユーザ様が増えていま
す。しかし、従来の比較検査ソフトは高額のため普及
が進みませんでした。PointShape Inspector は様々
な合成と解析ツールをサポートする一方、各設計者が
自由に利用できるよう低価格でご提供いたします。
主要な機能
（1）以下の主要な CAD ファイルフォーマットをサポートする
3DS Max, Maya, Siemens NX, Catia V5, Pro Engineer, SolidWorks, IGES, STEP
（2）メッシュのテッセレーション (Tessellation)と最適化
（3）補助的にジオメトリを作成する（点、ライン、円、プレーン、シリンダ、円錐、球）
（4）計測：距離、角度、半径、面積、ボリューム
（5）PDF による検査レポートの作成

OS1 センサー

OS2 センサー

業界最低価格

360°ライダーセンサー

（32, 64, 128 Beam）

自動運転、ロボット制御、ドローン搭載、セキュリティに利用
高分解能・長距離型ライダーセンサー、IMU を内蔵する
OUSTER 社製の全方位ライダーセンサーは、小型・軽量です。部品点数は従来機と比べ
て、1/100 から 1/1000 と少なく、また大量生産でコストダウンを実現しています。

IP 68, IP 69K

衝撃と振動

厳しい環境にも対応

航空宇宙グレードの BNC 端子
(Bayonet Connector)と堅牢な
ハウジングで 2000 psi の高圧
洗浄に耐え、高い防塵性能と防水
性能を持ちます。

センサーはシンプルなデザイン、
少ない部品点数、全てシリコン仕
様で設計されており、車載グレー
ドの衝撃と振動車テストに耐えら
れます。

センサーは 1 年保証が付属し、
使用環境は -20º C ～ +50º
C で、厳しい環境に耐えられる設
計になっています。

点データ以外に、カメラ似の画像を出力でき 画像検出に応用可能です

２つの写真計測ソフト(Agisoft & 3DF ゼファー)
3D モデルとオルソ画像を作成。点データで出力可能

1．Agisoft Metashape
Agisoft ソフトウェアの特長:
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
 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
 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）

2．3DF ゼファー
3DF ゼファーの特長：
バンドル調整計算機能、JGD2011 をサポート
・大型の構造物、工業製品を鮮明にモデル化する
・写真のオーバーラップ率を数値で出力する
・レーザースキャナーの点群データを取り込み可能
・オルソ画像と点データを作成できる
・クラウド処理用 SDK を提供

掲載の仕様は予告無く変更されることがあります

〒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

