
広範囲を短時間で計測

地上型 3Dレーザスキャナ

最大測定距離 750m

最大測定距離 2000m
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• 測定可能範囲は 250m、 750 ｍ、 2000m の 3 種類から選択可能です。

• 設定に応じてデータ収集レートも切り替わります。

• 外部カメラや外付け GPS 等のオプション搭載が可能です。

（最大測定可能範囲 2000m）

本スキャナは 1回の計測で広範囲の点を迅速に取得可能です。

～工期の短縮、現場の 3D データ取得に！

長距離測定能力を持つ S-3200V は、 地表面においても 1回のスキャンで広範囲の計測が可能です。

スキャナの設置点数が削減出来ますので、工期が短縮されます。また、操作方法の取得に多くの時間を要しません。

i-Construction への取り組みには最適な長距離型のスキャナです。

立ち入りが困難な場所でも、安全な場所から短時間の計測が可能です。

大規模インフラ ： ダム、 橋梁、 トンネル

道路 ・鉄道 ：路線、 インフラ周辺設備等

文化遺産 ： ３次元データ保存、 アーカイブ化

遺跡、 鉱山調査 ：大規模な現場を短時間で計測

森林 ・河川 ：樹木、 河川地形

防災 ・災害調査 ：地滑り、 砂防等

都市開発 ：超高層ビルを含む都市の現況等

主な用途

立ち入りが
危険な場所に法面等の計測に

長距離

アーカイブ作成
構造解析に

BIMに
現況調査に

長距離計測能力により広範囲を短時間で計測　

最大測定可能範囲 2000 ｍ
S-3200V

• 従来の測量において、 計測に数日を要していた広大な現場でも、 作業時

間が短縮となり、 コストの削減に貢献します。

• 計測者が事前に予測していなかった計測対象の周囲もスキャンし、 状況の

把握に役立ちます。





ATLAscan による点群データの事例

ソフトの種類 Works WorksPro Photo Mobile

搭載 標準 オプション オプション オプション

共通機能

測量計画 〇

遠隔制御 〇

点群処理 〇

レジストレーション 〇

ジオリファレンス 〇

点群データとカメラ画像のインポート 〇

プリプロセス 〇

ターゲットレスのプリレジストレーション 〇

バンドル調整 〇

オプション 

ソフトウェアの機能

フィーチャー抽出 〇

メッシュ生成 〇

3D モデリング 〇

外部カメラの操作 〇

画像と点群の統合 〇

モバイルシステム

(GNSS/INSシステムの組み合わせ)

〇

ソフトウェア ATLAscan ～測定計画とデータ出力



Plan スキャナのご使用経験が少ない方でも、 事務所でパソコンにより測定計画を作成する

ことにより、 現場でのスキャニングが容易になります。

Control
有線または無線接続によりスキャナを遠隔制御します。 遠隔操作は、 本体パネルに

アクセスできないオペレータがスキャナを使用する場合に便利です。

(Works パッケージに含まれます )

Process
点群データとカメラ画像をインポート、 プリプロセス、 ジオリファレンス、 ターゲットレ

スのプリレジストレーションやバンドル調整アルゴリズムなどを対話的に操作します。

(Works パッケージに含まれます )

Extract

フィーチャ抽出、 メッシュ作成、 3D モデリング、 分類、 植生除去、 高度な点群カラー

化、外部カメラの画像キャリブレーション、オルソ画像作成、測定、面積や体積の計算、

検査やトンネル用ツールなど点群データセットから情報と成果物を抽出するための後

処理および分析ツールを備えています。  

( 利用可能なツールは ATLAScan パッケージにより異なります。 )





カメラ機種 D5600 24.2Mpixel

レンズ 50mm f/1.8 または 10mm f/2.8

画像出力形式 JPEG、 NEF

①収納可能物 標準構成品

寸法 H 62.9cm × W 49.7cm × D 35.3cm

重量 11.2kg （ケースのみ）

25.2kg （①の収納時）

①収納可能物 標準構成品

寸法 H 62.9cm × W 49.7cm × D 35.3cm

重量 11.2kg （ケースのみ）

25.2kg （①の収納時）



ソフトウェア ATLAScan 使用における
推奨システム

OS
Windows  
(XP SP2、 Vista、 7、 8、 10)

バージョン 64 ビット

CPU
マルチコアプロセッサ
（8 コア以上）

グラフィック
カード

 NVIDIA GeForce GTX 
（2GB RAM 搭載） 
（多量のポイント使用）

NVIDIA Quadro 
（メッシュとテクスチャを大量
に使用する場合）

RAM 16 GB 

S-3200V, S-3075V 仕様
レーザ

レーザタイプ タイムオブフライト方式
波長 1550nm
レーザ安全性基準 ※ 1 クラス 1( 本体 ), クラス 2( レーザ求心 )
距離分解能 2mm
反射強度記録レート 12 ビット
最短測定距離 1.5m

スキャン性能
最密ピッチ [2 点間の間隔 ] 0.2mm @ 10 ｍ
距離　正確度　1 σ 5mm @ 100m
距離　繰返し精度　1 σ 4mm @ 100m
最大スキャン範囲　鉛直 / 水平 120 （-45 ～ +75） 度 / 360 度
最小角度ステップ　水平 20µrad / 0.0011 度
最小角度ステップ　鉛直 12µrad / 0.0007 度

S-3200V S-3075V
レーザ反復レート 

( 最大有効レート ) 

500kHz 200kHz 50kHz 500kHz 200kHz

最大測定範囲 @ 反射率 90% 250m 750m 2000m ※ 2 250m 750m
最大測定範囲 @ 反射率 20% 125m 400m 976m 125m 400m

電源
バッテリのタイプ 内蔵 Li-ion バッテリ 2 個 ( ホットスワップ可 )
使用可能時間 2.5 時間 ( バッテリ２個使用）
入力電圧 DC9 ～ 32V
消費電力 60W

その他
内蔵カメラ、 画像出力形式 内蔵 5 メガピクセル カメラ 2 個、 JPEG
内蔵センサ 2 軸傾斜センサ （精度 0.01°）、 GNSS 受信機 (L1)、

コンパス
データストレージ 250GB 内蔵 SSD
内蔵コントロールパネル 感圧式タッチスクリーン　5.7 インチ カラー液晶
通信 ・ データ転送 無線 LAN、 USB、 イーサネット （Gbit）

動作特性
動作温度範囲  -20 ℃ ～ ＋ 50℃
湿度 95％　　結露しないこと
防塵 ・ 防水  IP64 （防塵、 防滴）

寸法
高さ 438mm ( 整準台を含む )
幅 （直径） 240mm
総重量 12.6kg （バッテリー ・ 内蔵カメラ ・ 整準台を含む）


