﹁地形画像診断の最前線と

測量に携わる皆様へ

地図情報の

特別
講演

化﹂

DX

ニコン ・ トリンブル
ジオスペーシャルフェア 2022
【 鹿児島会場 】
7 月 6 日 13:00 ～ 17:00
オロシティーホール展示場
トリンブルパートナーズ九州株式会社

TP ホールディングスグループがお届けする特別講演
TP ホールディングスグループ特別講演について
今や毎年､日本全国で今まで経験したことの無いような大きな災害が発生して､尊い命や貴重
な財産が失われています。
当講演では､数々の災害現場で､被害調査や原因分析を行ってこられた原口教授をお招きして､
災害発生時におけるオープンデータの活用と､ドローンによる 3D 点群データを活用した地形画
像診断について､地域に密着されている測量業界の方々が取り組むべき課題に関する特別講
演を開催いたします。

測量業界における
オープンデータの活用と
DX への取り組み
■講師

原口 強 氏

東北大学災害科学国際研究所特任教授
■開催日時

2022 年

7 月 6 日 （水）

12 :15 ～ 13 : 00

参加費

無料

■会場

オロシティーホール 2F 会議室
■講師紹介

原口

強

東北大学災害科学国際研究所特任教授、
中央大学機構教授、 大阪公立大学客員准教授、 工学博士
専門分野 ：
地質工学、 自然災害科学、 環境考古学、 第四紀地質学

特別講演の概要
地震､津波､洪水といった自然現象そのものでは､人が危険にさらされることはありません｡けれども､そこに人が
住んでいるから災害となります｡人には､目･耳･鼻･舌･皮膚の五官を通じ危険を避ける本能が備わっています｡災
害に巻き込まれないためには､そのハザードが目で見えること､可視化が最も有効です｡山は樹木､森林などで覆
われ､本来の形を見ることができませんが､UAV LiDAR システムの力を借りれば､シームレスに可視化できます｡
昨年発生した熱海土石流災害においては､オープンデータの活用と情報共有により､崩壊地の盛土を短時間で
特定しました｡多くの人々が暮らす沿岸域･河川域･山麓斜面域の地形を詳細に計測することで､そこに潜むハ
ザードの可視化と診断を行い､地域に合った処方箋を提案することで､自然災害から人々の暮らしを護り､安全で
豊かな国土づくりに寄与することが､私たちの使命です｡
災害を未然に防ぐには､住民が自分の住む土地の災害リスクを理解できること､災害発生時の速やかな対応が
できること､地域における地図情報の DX 化は喫緊の課題となります｡オープンデータの利活用による防災分野
での DX 改革､住民の方には､わかりやすく地域の危険度を認知していただき､地図情報の一元化をする事により
自治体職員の方には担当地域の特異性を把握し､災害に備える情報や災害発生時の素早い対応が必要となり
ます｡現実的に､国や自治体が公開しているオープンデータを個別に閲覧できる･複数の地図の相互の関係を､見
るシステムが必要になります｡それらの地図情報から学術的知見と実績により解析し､その地区の危険度の診断
も可能となります｡言い換えれば､皆さんが定期的に行われる健康診断が航空レーザー測量であり､CT や MRI
などの精密検査が地元の測量会社の皆さんが行う UAV レーザー測量にあたります｡それを最終的に診断し予防
に役立てるのが､私たちの役目となります｡

当講演へのご参加お申込みは、こちら

https://tpks.co.jp/fair-application/
QRコードからもアクセスできます ⇒

ニコン・トリンブル
ジオスペーシャルフェア
2022 【鹿児島会場 】

三次元測量の現場を
トータルにサポート

主な展示品のご紹介

（ニコン・トリンブル）

Trimble SX12

Trimble X7

Trimble TX8

Trimble R12i GNSS

高精度、長距離対応
一体型トータルステーション

自動接合、
簡単操作設置、
現場完結型スキャナー

高精度、
短・長距離スキャナー

IMU（慣性計測装置）搭載
Trimble独自の慣性プラットフォーム
リアルタイムに補正観測が可能

Trimble SiteVision

Trimble SightFusion

高精度GNSSを搭載した屋外型拡張
現実システム
スマートフォンの画面を通して三次元
モデルを現場の状況を融合して表示

（ひび割れ画像計測ソリューション）
橋梁点検支援として画像処理技術と
AIを活用した新技術で、橋梁点検作業の
負担を軽減、効率化実現

Trimble TCU5 / FZ-G1
Trimble S7 / S5に搭載､簡易ワンマンが可能
マルチデバイス対応ハンディタイプコントローラ

GUIDER ZERO
大画面コントローラとして、TS、GNSSを自在にコントロール
TS、GNSS、NMEA観測で可能な属性観測機能」搭載

LiDAR360
LiDAR データの解析処理から樹木や地表などの
分類分析機能を持つ点群処理に優れたソフト。

Trimble RealWorks

Trimble Business Center

TOWISE CAD HC

大量点群編集からモデリングまでBIM/CIM向
け点群編集ソフトです。

i-Constructionや公共測量作業規定に準拠
した作業に適した点群編集ソフトです。

TOWISE CAD操作性そのままに
点群も扱えるCADです。

トリンブルパートナーズ九州株式会社
〒890-0066 鹿児島市真砂町 36-2

TEL. 099-284-0735 (代)

評
大好

新発売

の

ちょこプリ シリーズを
展示会場で、 実際に

ちょこプリ 3D ターゲット

触れてください！！

レーザー標定点も TS 計測も
ターゲットを裏返すだけで、 かんたん計測 !!

一枚

航空レーザー用
対空標識として

で

三役

地上型レーザー用
ターゲットとして

スリムチビプリ

チビプリⅢ型

ちょこプリⅠ型

トータルステーション用
プリズムターゲットとして

クリップちょこプリ

ちょこプリⅡ型

新発売

ちょこプリターゲット

ちょこプリ付き
ちょこプリ

近距離計測に最適な､小型･軽量ターゲット

TS 用 もあります
ここに装着します

ちょこっとプ リズムに 、
ちょこっと 装着！
フラッシュ LED ！！
専用 「スリットキャップ」 が付いて
遠くからでも認識しやすくなりました

近 日発 売予 定

キチっとたったくん

近日発売予定

【 特許出願中 】

N1 アタッチメント

ピンポールを測点に合わせ、
サイドポールをスッと滑らせて整準 !!

FZ-N1 を簡単装着 !!
Trimble S シリーズのパネル取付部へカチッと装着。
タテヨコどちらでも見易い向きで使用できる !!

標準ポール以外にも
9mm ピンポールの取り付けが可能。
強風下でも倒れないバランスをキープ
タテ使用

ヨコ使用

ご来場、セミナーへのご参加は､こちら

https://tpks.co.jp/fair-application/
QRコードからもアクセスできます ⇒

ニコン ・ トリンブル
ジオスペーシャルフェア 2022
【 鹿児島会場 】
日時 ： 2022 年 7 月 6 日 （水）
13 : 00 ～ 17 : 00
会場 ： オロシティーホール

お問い合わせ先

トリンブルパートナーズ九州株式会社
〒890-0066 鹿児島市真砂町36-2
tel： 099-284-0735 fax： 099-284-0736

ニコン・トリンブル
ジオスペーシャルフェア
2022 【 鹿児島会場 】

三次元測量の現場を
トータルにサポート

主な展示品のご紹介

（TPホールディングス）

LiAIR V70
超小型・軽量・低価格の
UAV搭載用LiDARユニット
SKYシリーズに搭載可能。

LiGeoreference
SKY-Mapper MarkⅡ
Mark

LiDARなどの生データを
整合の取れた解析処理で点群データに。

写真測量・レーザー測量用に特化した
マグネシウム合金採用の国産産業用ドローン。
飛行計画・飛行管理ソフトウェア

SKYシリーズ 標準バンドル

Mission Planner for SKY シリーズ

空中レーザースキャンシステムによって収集された距離測定値と､
IMU及びGNSSセンサーによって記録された位置及び方向情報とをマージし､
高精度の軌跡ファイルとRGB付き点群(PPK LAS)を生成。
収集された測定値から､コース間調整～PPK点群を作成。
断面確認･距離計測･角度計測･面積測定･体積計測など、
様々なチェック機能を搭載。

・ Mission PlannerをSKYシリーズ専用に大幅機能強化
・ ｢ジオタグ機能｣など、実務対応機能も大幅強化により、
解析時間の大幅短縮が可能
・ 飛行計画の作成は、わずか３フローで完成
・ IMUキャリブレーションに必要な｢８の字飛行｣も自動実行
・ LiDAR夾角指定・サイドラップ指定など､
便利な機能が現場計測を強力にアシスト

LiBackPack

LiDARとGNSSの全方位イメージテクノロジを
統合して､真のカラーポイントクラウドを生成する
高度なSLAMベースの3Dマッピングシステム。
高度なSLAMベースの3Dマッピングシステム

・ 現場での計画修正にも柔軟に対応

①飛行場所の検索

②計測範囲の指定

3D PluraView

③飛行コースの設定

LiFuser-BP

3Dを編集する為の3Dステレオディスプレイ。
点群データを視覚的に立体表示。

LiBackpackで収集された点群データの処理、
視覚化、編集するためのソフト。

GNSSデータ修正の実行、SLAMベースのポイントクラウドコンパイルルーチ
ンの最適化、2Dパノラマ画像のポイントクラウドへの融合、3Dデータセットの
クリーンアップと位置合わせ、調査チェックポイントデータを使用した絶対精
度の評価を行えます。

トリンブルパートナーズ九州株式会社
〒890-0066 鹿児島市真砂町 36-2

TEL. 099-284-0735 (代)

測量の現場で役立つ !!
ワンポイントミニセミナー

「 点群 を 活用 した 現況図作成 のご提案」
～ 二刀流観測のすゝめ ～
テーマ

現場で取得した高精度な 3D 点群と主要点座標の情報を活用して､
いかに現況図を効率よく作成するか
2022 年

■開催日時

7 月 6 日 （水）

14 : 00 ～ 14 : 20

参加費

無料

オロシティーホール展示場

■会場

セミナー概要
地上型レーザースキャナによる 3D 点群を活用した現況図作成について､ご紹介いたします。
現況測量といえば､古くは平板観測 （アナログ手描図面） の時代から､デジタル平板を用いた
CAD 図面へと進化を遂げてまいりました。 昨今では､測量分野でも普及が進むスキャナですが､
「具体的な用途が思い浮かばない」 という声もよく耳にします。
今回のセミナーでは､「現場で取得した高精度な 3D 点群と主要点座標の情報を活用して､いかに
現況図を効率よく作成するか」 をテーマに､現況図の作成手法の新機軸をご紹介いたします。

セミナーでのご 紹介システム

スキャニングトータルステーション

Trimble SX12

TOWISE CAD HC

3D スキャナとトータルステーションの両機能を搭載
“二刀流” の観測機能をフル活用

3D 点群トレース機能と現況コマンドを搭載した CAD ソフト
2D/3D を切り替えながら現況図や断面図を作成可能

トータルステーションと地上型レーザースキャナーを一体化により､点群を利用した公

二億点を超える大容量点群に対応。

共測量での活躍の場を拡大できます。

三次元点群を背景に現況平面図の作成から縦横断図作成まで、 幅広い成果作成が可能。

さらに､新な機能を追加することで利便性を図り､スキャニングトータルステーションに

基本の CAD コマンドに加えて、 現況や等高線作図など現況地形図作成に欠かせないコマ

よる業務範囲の拡大が期待できます。

ンドが用意され、 点群から高さ付きの CAD トレースを行えます。

測量業務に加え､土木や建設など､あらゆる業務での活用ができます。

※ セミナーにてご紹介のシステムは、 ジオスペーシャルフェア （展示会場） にて、 デモンストレーションをご覧いただけます。

セミナーへのご参加お申込みは､こちら

https://tpks.co.jp/fair-application/
QRコードからもアクセスできます ⇒

ニコン ・ トリンブル
ジオスペーシャルフェア 2022
【 鹿児島会場 】
日時 ： 2022 年 7 月 6 日 （水）
13 : 00 ～ 17 : 00
会場 ： オロシティーホール

お問い合わせ先

トリンブルパートナーズ九州株式会社
〒890-0066 鹿児島市真砂町36-2
tel： 099-284-0735 fax： 099-284-0736

測量に携わる皆様へ

是非とも､この機会に
ご来場ください

日 時：

2022 年

ニコン ・ トリンブル
ジオスペーシャルフェア

2022

7 月 6 日 （水）

鹿児島
会場

13 : 00 ～ 17 : 00

会 場：

オロシティーホール 展示場
〒891-0123

鹿児島市卸本町６-12

ジオスペーシャルフェア 2022

鹿児島会場のご案内

製品展示、デモンストレーション、体感体験ゾーン
ちょこプリ
シリーズ

測量用に特化した国産ドローン

展示
ホール

SKY-Mapper MarkⅡ
Ⅱ

LiAIR V70
UAV 搭載用
LiDAR ユニット

特 別 講 演

会議室

特別
講演
ワンポイント
ミニセミナー

測量業界におけるオープンデータの活用とDXへの取り組み

地形画像診断の最前線と地図情報のDX化
講師 ： 東北大学特任教授

原口 強 氏

12:15 ~ 13:00
「点群を活用した現況図作成のご提案」 ～二刀流観測のすゝめ～
「現場で取得した高精度な3D点群と主要点座標の情報を活用して､いかに現況図を効率よく作成するか」

14:00 ~ 14:20
※ 展示会場は、 13:00 より 受付開始の予定です。

ご来場、セミナーへのご参加は､こちら

https://tpks.co.jp/fair-application/
QRコードからもアクセスできます ⇒

オロシティーホール（鹿児島会場）へのアクセス
お問い合わせ先

トリンブルパートナーズ九州株式会社
〒890-0066 鹿児島市真砂町36-2
tel： 099-284-0735 fax： 099-284-0736

