
製品サポート サービス

CPU 特になし（Intel i5 / i7 / Xeon を推奨）

プラットフォーム Windows 8.1 / 10 / Server (2012, 2012 R2, 2016, 2019) 64 ビット

メモリ / RAM および

空きディスク容量

●プロジェクト サイズ小（14MP※2 程度の画像 100 枚以下）

メモリ: 4 GB RAM、HD 空き容量: 10 GB

●プロジェクト サイズ中（14MP 程度の画像 100 - 500 枚）

メモリ: 8 GB RAM、HD 空き容量: 20 GB

●プロジェクト サイズ大（14MP 程度の画像 500 - 2000 枚）

メモリ: 16 GB RAM、HD 空き容量: 40 GB

●プロジェクト サイズ最大（14MP 程度の画像 2000 枚以上）

メモリ: 16 GB RAM、HD 空き容量: 80 GB

GPU / グラフィックス OpenGL 3.2 互換カード（Intel HD 4000 以上）※3

システム要件

ArcGIS Drone2Map はお使いのハードウェアの要件によって処理できる画像量が異なります。

※2   MP = メガピクセル
※3 物理的な GPU はシステムの実行に必要不可欠ではありませんが、GPU を使用することをお勧めします。

ライセンス要件

ArcGIS Drone2Map は ArcGIS Online アカウント（ユーザー タイプが Creator 以上）に認証して
ご利用いただけます。

効率的かつ継続的に製品をご利用いただけるよう、ArcGIS Drone2Map ユーザー様に下記サー
ビスを提供しております
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※1  ArcGIS Drone2Map は Portal for ArcGIS アカウントでも認証できます。Portal for ArcGIS アカウントでのご利用をご希望のお客様はお
問い合わせください。

ArcGIS 
Online

Creator または GIS Professional
ユーザー タイプのアカウント※1

ArcGIS   
Drone2Map

⚫ 最新バージョン ソフトウェアの提供
⚫ Q&A サポート

⚫ パッチ プログラムの提供
⚫ FAQ を含む各種ドキュメントの提供 など

ArcGIS Drone2Map



ドローンの価値を最大限に

ArcGIS Drone2Map は、ドローンで取得した画像から、オルソ画像、標高データ、正規

化植生指数画像、3D 点群データ、3D メッシュなどのプロフェッショナル向けの GIS

データを短時間で簡単に作成することができます。

ArcGIS Drone2Map を利用することで、ドローンを単なる画像取得デバイスとしてでは

なく、GIS データの生成ツールとして業務や研究などで活用できるようになります。

画像処理のフロー

主な特長

標定点/検証点の利用やローリングシャッター現象

補正など、高度な写真測量機能により高精度な GIS

データを作成することができます。 処理後は指数

画像の作成*や地点情報/距離/面積/体積の計測など、

成果物を元にすぐに分析を行うことができます。

2. 高度な写真測量機能から分析まで

背景図として活用

3D データの共有
地物の抽出

解析点
可視
不可視

作成したデータはワンボタンで ArcGIS Desktop や

ArcGIS Online へ移行・共有して、表示・解析・さ

らなる活用を行うことができます。ArcGIS プラッ

トフォームとのシームレスな連携により、業務を

効率化できるだけでなく、ドローンデータの可能

性を無限大に広げることができます。

4. ArcGIS プラットフォームとの連携

Apps

Desktop
APIs

ArcGIS Online

Enterprise

ArcGIS Drone2Map

ArcGIS Desktop

1. 誰でも どこでも簡単に

専門知識がなくても、オフィスでも撮影現場でも、

目的に合わせて用意されたテンプレートを選択する

だけ。セルフキャリブレーション、バンドルブロッ

ク調整機能により、容易に、そしてすばやく処理結

果を確認することができます。

作成した画像は GeoTiff 形式として、点群データ

は zLAS や LAS、PLY、XYZ、3D メッシュはシー

ンレイヤーパッケージ (SLPK) や OBJ、FBX など

複 数 の 形 式 に 出 力 す る こ と が で き ま す の で 、

ArcGIS だけでなく他のアプリケーションでも利用

することができます。

3. 汎用性の高いデータの作成

*マルチスペクトルセンサーで取得したデータを利用した場合
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テンプレートの選択 ドローン画像の入力 処理スタート

作成したデータをさらに活用

オルソ画像
数値表層モデル (DSM)
数値地形モデル (DTM)
等高線

3D 点群
3D メッシュ
3D PDF
レポート 出力結果の確認 分析

面積/体積/距離
標高断面図
指数画像
オルソモザイク編集

ArcGIS Online

Web で共有 より高度な解析

ArcGIS Desktop

3D 解析


