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はじめに 

ArcGIS Drone2Map (以下 Drone2Map) は、ドローンで取得した画像から、GIS データを短時間で作成

することができるデスクトップ アプリケーションです。 

ドローンで撮影した災害現場などのアクセスが困難な場所、全体を把握するのが難しい自然物や人工物、

地域の画像から、素早く 2D・3D の成果物を作成することができます。 

 

本ガイドでは、Drone2Map をはじめてご利用される方向けに基本操作をご案内します。 
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Drone2Map の基本インターフェイス 

■ 画面表示 

 

 

・[コンテンツ] ウィンドウ 

[コンテンツ] ウィンドウでは、マップに表示されているプロダクトを確認できます。各プロダクトは描画

順に表示されており、必要に応じて表示順の変更や不要なレイヤーを非表示にすることもできます。 
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・[カタログ] ウィンドウ 

[カタログ] ウィンドウでは、データの管理や整理を行います。[カタログ] ウィンドウから簡単にアイテム

にアクセスしてドラッグ & ドロップでマップにデータを追加することができます。また、フォルダー接続の

追加を行うことで任意の他のファイルにもアクセスが可能です。 

 

 

 [カタログ] ウィンドウはデフォルトで表示されます。[カタログ] ウィンドウが表示されていない場合は、

[ホーム] タブ → [カタログ] をクリックします。 

 

 

ウィンドウ下部のタブを選択して [カタログ] ウィンドウと [管理] ウィンドウを切り替えます。 
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[管理] ウィンドウ 

[管理] ウィンドウでは、プロジェクトにおける出力プロダクトの管理や、処理と共有のステータスの確認

を簡単に行います。出力したいプロダクトにチェックを入れたり、処理後の表示オプションを設定したりで

きます。また、処理中に進捗状況が表示されます。 

処理ステップをクリックすると [オプション] ダイアログが表示され、さらに詳細な処理オプションを設

定することができます。 
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 ウィンドウの自動非表示設定 

 

作業中に不要なウィンドウは、[自動非表示] 設定をオンにしておくと、利用しない間はコンパクト

なタブで表示されるようになり、スペースを広く確保できます。再度利用したい場合はタブをクリッ

クすることで、すぐにウィンドウを開くことができます。 

 

 

・ビュー 

ビューはメインの作業領域となる部分で、2D マップや 3D マップを表示できます。ビューの左上に表示

されているタブをクリックしてアクティブなビューを切り替えます。タブの部分をドラッグすると、ビュー

をドッキングできる場所を示す青いターゲットが表示され、ここにマウス カーソルを合わせてドロップする

とビューを複数並べて表示させることもできます。 
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 マップ ビューの操作 

マップ ビューの操作は、マウスかナビゲーターで行います。 

 

《マウスでマップ ビューを操作する》 

 

  
 

 
 

《ナビゲーターでマップ ビューを操作する》 

マップ ビューの左下に表示されるナビゲーターを使用して表示範囲を変更します。 

 

 
 

 

  

各リボン上の [ナビゲーション] グループ → [検索] をクリックして

マップ操作ができる状態にしておきます。 

① 左クリックを押したままドラッグ: マップを移動 

 

② マウス ホイール : 拡大・縮小 

押し込んでドラッグ: 視点を変更 (3D) 

 

③ 右クリックを押したままドラッグ: 拡大・縮小 

※ マップ上にナビゲーターが表示されていない場合は、[プロジェクト] タブ → [設

定] → [ナビゲーション] からスクリーン ナビゲーターの設定を行います。 
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・リボンとタブ 

Drone2Map のリボンには主要なタブのセットと、その時点で実行している内容に応じて表示、非表示さ

れる追加のコンテキスト タブのセットが含まれています。 

  

タブ 
コンテキスト タブ 

ボタン 

リボン 

クイック アクセス ツールバー 

グループ 
スクリーンチップ 

ボタンの上にマウス ポインターを

置くと説明が表示されます。 
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■ 各種タブ 

・[プロジェクト] タブ 

プロジェクト作成や管理、利用ポータルの設定、オフライン認証やライセンス オプションの構成設定、そ

の他詳細なデフォルト設定を行います。 

 

 

・[ホーム] タブ 

ナビゲーションやデータの追加といった基本操作や処理の詳細設定、コントロール ポイントの管理を行い

ます。 

 

 

・[フライト データ] タブ 

入力画像の確認やカメラの編集など、フライト データの管理を行います。 
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・[編集] タブ 

フライト データやフィーチャ (作成したベクター プロダクト) の編集が行えます。 

 

 

・[分析] タブ 

作成したプロダクトを元に計測や指数計算、断面図の作成などを行います。作成プロダクトを ArcGIS Pro 

で開くこともできます。 

 

 

・[共有] タブ 

作成したプロダクトを ArcGIS Online に共有したり、マップを外部出力したりします。 
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・コンテキスト タブ 

Drone2Map のリボンはデフォルトの機能だけでなくその時点の作業内容に応じて、必要な機能を表示し

ます。たとえば [コンテンツ] ウィンドウ上で何かレイヤーをクリックして選択すると、選択されているレ

イヤーの種類に応じて操作を行うための専用のコンテキスト タブが表示されます。 
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プロジェクトの作成 

Drone2Map では、作業ごとにプロジェクト ファイル (*.d2mx) を作成します。プロジェクトの中に作

業に関連する画像やマップ、データなどを格納して一元的に管理するように設計されています。 

プロジェクト全体を他のユーザーと共有することもできます。 

Drone2Map では、4 種類のプロジェクト テンプレートが用意されています。目的に応じてテンプレート

を選択し、プロジェクトを作成します。また、カスタマイズした処理設定をテンプレートとして出力し、新

しくプロジェクトを作成する際にインポートすることもできます。 

 

プロジェクト テンプレート 

2D 高速 

 

もっと詳しく P.13 

短時間で低解像度のオルソ

モザイクや DSM/DTM を作

成します。撮影した画像を

確認できます。 

 

2D マッピング 

 

もっと詳しく P.17 

高解像度のオルソモザイク

や DSM/DTM を作成しま

す。NDVI などの画像分析

をすぐに行うことができま

す。 

 

3D マッピング 

 

もっと詳しく P.21 

3D カラー点群データや 3D 

メッシュ、3D PDF を作成

します。シーン ビューで 

3D データをすぐに視覚化で

きます。 

 

検査 

 

もっと詳しく P.26 

撮影時と同じ高解像度の画

像を表示し、様々な角度か

ら対象物を検査することが

できます。 

 



13 

テンプレートの

インポート 

もっと詳しく P.29 

カスタマイズした処理設定

をテンプレートとして利用

できます。 

 

 



14 

2D 高速 

2D 高速テンプレートは、ドローンで撮影した画像から素早くオルソモザイクや DSM (数値表層モデル)、

DTM (数値地形モデル) を作成できます。 

サンプル データのダウンロード 

サンプル データについて：米国アラバマ州のアスファルト プラントの画像セット 

 サンプル データ ギャラリーを表示します。 

(https://www.esrij.com/products/drone2map/details/sample_data_gallery/) 

 2D 高速 テーブルの [画像] をクリックし、ダウンロードを開始します。 

 Sample_Asphalt.zip を任意の場所に解凍します。 

プロジェクトの作成 

 Windows の [スタート] ボタン → [ArcGIS] → [Drone2Map] をクリックします。 

 ArcGIS Online の組織向けアカウントまたは Portal for ArcGIS アカウントでサイン インします。 

 [プロジェクト テンプレートの選択] において [2D 高速] を選択し、[次へ] をクリックします。 

 

 

  

https://www.esrij.com/products/drone2map/details/sample_data_gallery/
https://www.esrij.com/products/drone2map/details/sample_data_gallery/
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 任意のプロジェクト名を入力し、プロジェクトを保存する場所を設定します。  

[フォルダーの追加] をクリックし、解凍した 「Sample Asphalt」 フォルダー内の 「Images」 フォ

ルダーを指定し、[作成] をクリックします。 

 

 

 [フライト データ] タブ の [画像テーブル] をクリックし、画像の情報を確認します。 

 

 

 今回はデフォルトの設定で処理を実行するので、確認ができたら [画像] テーブル ビューを閉じます。 

 

 

 [管理] ウィンドウで処理設定を確認します。 
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2D 高速テンプレートのデフォルトの設定では、[初期]、 [2D プロダクト] のステップが処理されます。

[管理] ウィンドウ上部では、「2D プロダクト」の [ダイナミック モザイク] と [オルソモザイク]、 [数

値表層モデル]、 [数値地形モデル] にチェックが入っています。ウィンドウ下部の [2D プロダクト] を

クリックして [オプション] ウィンドウを開き、処理の詳細を確認します。 

処理時間の低減のために、デフォルトでは [初期] タブの「キーポイント画像の縮尺」において [高速] 

が選択されています。 [2D プロダクト] タブをクリックし、 [オルソモザイクの作成] と [数値表層モ

デルの作成]、 [数値地形モデルの作成] のチェック ボックスがオンになっていることを確認します。

また、「解像度」 において低解像度になるよう設定されていることを確認します。 
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 今回はデフォルトの設定で処理を実行するので、[OK] をクリックします。 

この設定によりオルソモザイクと DSM (数値表層モデル)、DTM (数値地形モデル) を作成できます。 

 

 [ホーム] タブの [開始] をクリックし、処理を実行します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

処理を開始すると、[管理] ウィンドウ下部で現在

行われている処理の色が変化します。 

また、処理内容と進行状況のバーが最下部に表示

され、リアルタイムで確認することができます。 
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結果の確認 

処理が完了すると、[コンテンツ] ウィンドウの「画像プロダクト」グループに「オルソモザイク」レイヤ

ーが、「DEM プロダクト」グループに「数値表層モデル」レイヤーと「数値地形モデル」レイヤーが、「標高

サーフェス」グループに作成した「DEM」レイヤーが追加されます。マップ ビューには [コンテンツ] ウィ

ンドウ上と同じ順番に重なって表示されるため、処理後はオルソモザイクを確認することができます。 

 

 

レイヤーの表示・非表示、画面移動やズームを行い、結果を確認します。 

 

  [2D 高速] テンプレートは処理時間を低減するため、低解像度のプロダクトを生成します。高解像度

のプロダクトを生成したい場合は、[オプション] ウィンドウにおいて手動で解像度パラメーターを

変更するか、[2D マッピング] テンプレートで処理を実行してください。 
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2D マッピング 

2D マッピング テンプレートでは、高解像度のオルソモザイクや DSM (数値表層モデル）、DTM (数値地

形モデル) を作成できます。 

サンプル データのダウンロード 

サンプル データについて：コンゴ民主共和国のバナナ農園の画像セット 

 サンプル データ ギャラリーを表示します。 

(https://www.esrij.com/products/drone2map/details/sample_data_gallery/) 

 2D マッピング テーブルの [画像] をクリックし、ダウンロードを開始します。 

 Sample_Banana_Plant.zip を任意の場所に解凍します。 

プロジェクトの作成 

 Windows の [スタート] ボタン → [ArcGIS] → [Drone2Map] をクリックします。 

 ArcGIS Online の組織向けアカウントまたは Portal for ArcGIS アカウントでサイン インします。 

 [プロジェクト テンプレートの選択] において [2D マッピング] を選択し、[次へ] をクリックします。 

 

  

https://www.esrij.com/products/drone2map/details/sample_data_gallery/
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 任意のプロジェクト名を入力し、プロジェクトを保存する場所を設定します。[フォルダーの追加] をク

リックし、解凍した 「Sample Banana Plant」 フォルダー内の 「Images」 フォルダーを指定しま

す。ここで選択した画像には、撮影した際の GPS の情報が含まれていないため、[GPS ファイルが必要

です] ウィンドウが表示されます。 [参照] から Files フォルダー内の Geolocation.csv を指定後 

[OK] をクリックし、New Project 画面において [作成] をクリックします。 

 

 

 [管理] ウィンドウで処理設定を確認します。 

  



21 

2D マッピング テンプレートのデフォルトの設定では、[初期]、 [密度]、 [2D プロダクト] のステッ

プが処理されます。 

[管理] ウィンドウ上部では、「2D プロダクト」の [ダイナミック モザイク] と [オルソモザイク]、 [数

値表層モデル]、 [数値地形モデル] にチェックが入っています。ウィンドウ下部の [2D プロダクト] を

クリックして [オプション] ウィンドウを開き、処理の詳細を確認します。 

[初期] タブにおいて、「キーポイント画像の縮尺」 が [すべて] に、[2D プロダクト] タブにおいて、

「オルソモザイクの作成」 の [解像度] が高解像度に設定されています。 

  

 追加のプロダクトを作成したい場合は、[管理] ウィンドウの画面上部で該当のチェック ボックスをオンにします。 

 

 今回はデフォルトの設定で処理を実行するので、[OK] をクリックします。 

 [ホーム] タブの [開始] をクリックし、処理を実行します。 
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結果の確認 

処理が完了すると、[コンテンツ] ウィンドウの 「画像プロダクト」グループに「オルソモザイク」レイヤ

ーが、「DEMプロダクト」グループに「数値表層モデル」レイヤーと「数値地形モデル」レイヤーが、標高サ

ーフェス」に作成した「DEM」レイヤーが追加され、[2Dマップ] ビューに高解像度のオルソモザイクが表

示されます。 

 

 

レイヤーの表示・非表示、画面移動やズームを行い、結果を確認します。 
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3D マッピング 

3D マッピング テンプレートは、3D 点群、3D テクスチャ メッシュ、3D PDF を作成できます。 

サンプル データのダウンロード 

サンプル データについて：ドイツのオフィス パークの画像セット 

 サンプル データ ギャラリーを表示します。 

(https://www.esrij.com/products/drone2map/details/sample_data_gallery/) 

 3D マッピング テーブルの [画像] をクリックし、ダウンロードを開始します。 

 Small_Buildings.zip を任意の場所に解凍します。 

プロジェクトの作成 

 Windows の [スタート] ボタン → [ArcGIS] → [Drone2Map] をクリックします。 

 ArcGIS Online の組織向けアカウントまたは Portal for ArcGIS アカウントでサイン インします。 

 [プロジェクト テンプレートの選択] において [3D マッピング] を選択し、[次へ] をクリックします。 

 

  

https://www.esrij.com/products/drone2map/details/sample_data_gallery/
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 任意のプロジェクト名を入力しプロジェクトの保存場所を設定します。[フォルダーの追加] をクリック

し、解凍した 「Small Buildings」 フォルダー内の 「Images」 フォルダーを指定し、[作成] をクリ

ックします。 

 

 

 [管理] ウィンドウで処理設定を確認します。 

 

 

3D マッピング テンプレートのデフォルトの設定では、[初期]、 [密度]、 [3D プロダクト] のステッ



25 

プが処理されます。 

[管理] ウィンドウ上部では 「3D プロダクト」の [メッシュ] と [ポイント クラウド] にチェックが

入っています。ウィンドウ下部の [3D プロダクト] クリックして [オプション] ウィンドウを開き、処

理の詳細を確認します。[ポイント クラウドの作成] の [SLPK] と [LAS]、[テクスチャ メッシュの作

成] の [SLPK]、 [一般的な 3D オプション] の [ポイント クラウドの分類] と [LAS タイルのマー

ジ] のチェック ボックスがオンになっていることを確認します。 

 

 追加のプロダクトを作成したい場合は、[管理] ウィンドウの画面上部で該当のチェック ボックスをオンにします。 

 

 [OK] をクリックします。 

 [ホーム] タブの [開始]をクリックし、処理を実行します。 
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結果の確認 

処理が完了すると [コンテンツ] ウィンドウ → [3D プロダクト] グループに 「LAS ポイント クラウド」 

レイヤーが、[標高サーフェス] に作成した 「DEM」 レイヤーが追加され、[2D マップ] ビューに点群デー

タが表示されます。 

 

[3D マップ] ビューに切り替えると [コンテンツ] ウィンドウ → [3D プロダクト] グループに 「ポイ

ント クラウド」 レイヤーと 「メッシュ」 レイヤーが追加され、マップには点群データとテクスチャ メッ

シュが表示されます。 

 

レイヤーの表示・非表示、画面移動やズームを行い、結果を確認します。 
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[3D マップ] のマウス操作は、マウスの左ドラッグで画面移動、中央のホイールの回転で拡大 / 縮小、シ

フトキー + 右ドラッグで回転や傾斜の動作ができます。 

 3D プロダクトが [コンテンツ] ウィンドウの [2D プロダクト] 下に表示される場合は、再度プロジ

ェクトを開き直すと改善します。 

 良い結果を得るには、地上基準点 (GCP) を使用し、3D プロダクトを生成します。GCP を使用しな

い場合、誤った標高値によって正しく結果が表示されない場合があります。 

 

 

  

https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6797/kw/drone2map
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検査 

検査テンプレートは、高解像度ですべての角度から対象物のドローン画像を表示します。 

サンプル データのダウンロード 

サンプル データについて : 米国の Oatlands Historic House & Garden の画像セット 

 サンプル データ ギャラリーを表示します。 

(https://www.esrij.com/products/drone2map/details/sample_data_gallery/） 

 検査 テーブルの [ダウンロード] をクリックし、ダウンロードを開始します。 

 Oatlands_Oblique.zip を任意の場所に解凍します。 

プロジェクトの作成 

 Windows の [スタート] ボタン → [ArcGIS] → [Drone2Map] をクリックします。 

 ArcGIS Online の組織向けアカウントまたは Portal for ArcGIS アカウントでサイン インします。 

 [プロジェクト テンプレートの選択] において [検査] を選択し、[次へ] をクリックします。 

 

  

https://www.esrij.com/products/drone2map/details/sample_data_gallery/
https://www.esrij.com/products/drone2map/details/sample_data_gallery/
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 任意のプロジェクト名を入力しプロジェクトの保存場所を設定します。[フォルダーの追加] をクリック

し、解凍した Oatlands Oblique フォルダー内の 「Images」 フォルダーを指定し、[作成] をクリッ

クします。 

 

 

 [管理] ウィンドウで処理設定を確認します。 

 

 

検査テンプレートのデフォルトの設定では、[初期] ステップが処理されます。 

[管理] ウィンドウ下部の [初期] クリックして [オプション] ウィンドウを開き、処理の詳細を確認し

ます。「キーポイント画像の縮尺」で [高速] が、「画像ペアのマッチング」で [自由飛行または地上画
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像] が選択されていることを確認して [OK] をクリックします。 

 

 [ホーム] タブの [開始] をクリックし、処理を実行します。 

 

結果の確認 

処理が完了すると、[画像ビューアー] ウィンドウにドローンで撮影した画像が表示されます。 

 

画像ビューアーでは、画像ごとに詳細を確認したりアノテーションを付与したりすることができます。 



31 

アノテーションを追加する際は、画像ビューアー上で [画像のアノテーション] をクリックします。ポイ

ントやライン、テキストなど追加したい注釈を選択後、画像上の追加したい位置に描画することができます。

[エクスポート] から注釈付きの画像として保存することもできます。 
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テンプレートのインポート  

エクスポートしたカスタマイズ処理設定をテンプレートとしてインポートし、プロジェクト作成時に利用

することができます。 

プロジェクトの作成とテンプレートのインポート方法 

4 種類のテンプレートから新しくプロジェクトを作成するか、既に作成済みのプロジェクトから処理設定

をエクスポートします。ここでは新しくプロジェクトを作成しています。 

 

 Windows の [スタート] ボタン → [ArcGIS] → [Drone2Map] をクリックします。 

 ArcGIS Online の組織向けアカウントまたは Portal for ArcGIS アカウントでサイン インします。 

 [プロジェクト テンプレートの選択] において任意のテンプレートを選択し、[次へ] をクリックします。 

 任意のプロジェクト名を入力し、プロジェクトを保存する場所を設定します。[フォルダーの追加] をク

リックし、利用する画像が格納されているフォルダーを指定し、[作成] をクリックします。 

 [管理] ウィンドウで作成するプロダクトと処理ステップを確認し、必要に応じて設定を変更します。 

 処理ステップをクリックして [オプション] ウィンドウを開き、左下の [テンプレートのエクスポート] 

をクリックします。 

 

 [テンプレートのエクスポート] ウィンドウが表示されるので、保存先を選択し任意のファイル名を入力

して、[保存] をクリックします。正常にエクスポートできると [成功] ダイアログが表示されますので、

[OK] をクリックします。 

 [プロジェクト] タブを開いて、[設定] をクリックします。 
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 [Settings] ウィンドウの [新しいプロジェクト] タブを選択して、[このデフォルトのカスタム テンプ

レートを使用] に手順 6 で保存したテンプレートを設定できたら、[Settings] ウィンドウを閉じます。 

 

 

 [新規作成] タブの [プロジェクト テンプレートの選択] において [テンプレートのインポート] をク

リックし、[テンプレートのインポート] ウィンドウで、[Settings] ウィンドウで設定したテンプレート

の保存場所が表示され、[名前] に設定したテンプレートのファイル名が表示されていることを確認しま

す。 

 [OK] をクリックし、他のテンプレートと同様にプロジェクトを作成して処理を行います。 
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