データ処理ソフトウェア

RiPROCESS
RIEGL スキャンデータ専用

RiPROCESS は、RIEGL レーザースキャナーによる航空レ
 RIEGL ALS および MLS データの管理・

ーザースキャニングシステム（ALS）やモバイルレーザース

処理用のプロジェクト指向のソフトウェア

キャニングシステム（MLS）で収集したデータを管理、処理、

 マルチワークステーション環境での操作、

解析、そして可視化するために設計されています。測地シス

並列タスク処理
 各種可視化フォーマットでの検査用のデ

ータへの高速アクセス

テムのデータエクスポートは、GeoSys Manager がサポート
しています。

 システムキャリブレーションおよびスキャ

ンデータ調整
 リファレンシング、マッチング精度の統計

分析
 サードパーティーソフトウェアパッケージへ

のインターフェース

RiPROCESS はプロジェクト指向で、ユーザーは 1 つのプロジェ
クト内の収集、処理したすべてのデータを管理できます。このデ
ータには、プロジェクトデータ、マウンティング情報やキャリブレ
ーシ ョンデータのよ うなスキャニングシ ステム情報、 RIEGL
LMS-Q560/Q680(i)/780 からのデジタル化されたエコー信号の
ような生データ、INS/GNSS の位置・姿勢データ、中間データフ
ァイル、高速データアクセス用の検索ツリーファイル、および全
計測座標に対する追加記述子付きジオリファレンス点群データ
が含まれています。
データ処理作業には、全波形分析および
INS/GNSS のトラジェクトリーデータとマージした
レーザーデータのジオリファレンスが含まれま
す。これらの機能はそれぞれ RIEGL ソフトウェア
RiANALYZE と RiWORLD が 提 供 し ま す 。
RiPROCESS はマルチワークステーション環境
における大量データ生産を目的としています。
RiPROCESS は、別のワークステーションにイン
ストールして RiSERVER からアクセスできるこれ
らのプログラムを活用します。

RiPROCESS データ処理
RiPROCESS は、個別のタスクの形でサー
バー活用処理ツールに計算負荷を分散して
データスループットを最適化しています。

データおよびデータ精度分析には、レーザ
ーデータをデータ密度、高度カラーコード
化、ラスターセル内の高度差などいろいろな
方法で 2D および 3D で可視化することがで
きます。大量のデータも簡単に 3D 表示用に
アクセスすることができます。スキャンデー
タマッチングの精度は目視検査あるいは統
図１ モバイルレーザースキャンデータ
反射率をカラー表示

計分析によって評価することができます。

RiPROCESS はデータ精度を改善するため、
例えばビルの屋根などフラットな対象物から収
集したデータのマッチングに基づく組み込みス
キャンデータ調整機能を提供します。フラット
な対象物から収集したデータはスキャンデータ
の中から自動的に検出され検査用に 2D およ
び 3D で表示されます。スキャンデータ調整内
で最適化されたパラメータにはシステムキャリ
ブレーション情報および最大 6 つのオフセット
（角度と並進）が含まれます。地上測量による
コントロールポイントあるいは平面コントロール
図２ 航空レーザースキャンデータ
高さをカラー表示

オブジェクトを使用してデータセットのジオリフ
ァレンスをさらに改善することもできます。
RiPROCESS では、サードパーティーソフトウェアパッケージによる分類、
三角測量、間引きのような共通タスクを実行するのに広く用いられている
LAS フォーマットにデータをエクスポートすることができます。同梱の
GeoSys Manager は ECEF 座標、地理座標、およびローカルグリッド座
標でジオリファレンスポイントクラウドをエクスポートするための強力なツ
ールを提供します。RIEGL 地上型 3D スキャナーの付属ソフトウェア
RiSCAN PRO へのインターフェースからさらなる可視化および処理ツー
ルを利用することができます。
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RiPROCESS ワークフロー

RiPROCESS

レーザースキャナ生データ
(個別のスキャンデータ
ファイル, .2dd, .rxp )

レーザースキャナ生データ
(全波形スキャンデータ
ファイル, .sdf )

位置 ・ 高さ
INS/GNSS 生データ

GPS ベースステーション
生データ

RiANALYZE
全波形解析と座標変換

INS/GNSS データ後処理
サードパーティソフトウェア

レーザースキャンデータ
スキャナー座標系( .sdc)

位置 ・ 高さ
WGS84 のトラジェクトリー
データ

SDC インポート

マウンティング
オリエンテーション

キャリブレーション
情報

データ可視化
スキャンデータ調整

RiWORLD
レーザースキャンデータと
トラジェクトリーデータの
統合、座標系の変換

レーザースキャンデータ
WGS84 または UTM

点群の編集：DTM,DSM,
分類,CAD モデリング,…

RIEGL ハード・ソフトウェア
で収集・生成されたデータ

サードパーティーの
ハード・ソフトウェアで
収集・生成されたデータ

RIEGL
ソフトウェアモジュール

サードパーティー
ソフトウェアモジュール

基本的ワークフロー

オプションワークフロー

RiPROCESS 主な機能


RIEGL の航空・モバイルレーザースキャナーデータ処理用のプロジェクト指向管理ソフトウェアは生データからリ
モートコントロールモードで RiANALYZE と RiWORLD を活用する WGS84 またはプロジェクション（例えば UTM）
ベースのポイントクラウドベースデータまで処理



カラーコード化ラスターデータから全レーザー測定（使用レーザースキャナーに依存）用デジタル化エコーデータ
まで各種可視化フォーマットでの可視検査用データへの高速アクセス



フラットな対象物で取得したマッチングデータに基づくシステムキャリブレーションとスキャンデータ調整



スキャンデータのマッチング精度の統計的分析：レーザーデータと参照対象物の測量値との比較



LAS､Terrasolid、ASCII データ変換を経由してさらなる後処理ツールへのインターフェース



マルチワークステーション環境での作動で並列計算によるデータ後処理能力の向上
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RiPROCESS 動作環境
OS：

Windows XP Professional, Windows Vista Professional
Windows 7 Professional,32 または 64 ビット OS
注意：Windows Vista / 7 の場合、最新のデバイスドライバーをイ
ンストールしてください（特にグラフィックカード）

必要メモリ：

1024 MB RAM 以上、2048 MB（32bit）/4096 MB(64bit)以上推奨
注意：32bit 版上では、3GB RAM まで、64bit 版上では 4GB RAM
まで RiPROCESS が使用可能

必要ディスク容量：

30 MB プログラムとプラグイン用フリーディスクスペース
（プロジェクトデータは含まず）
ユーザー自身のプロジェクト用に少なくとも 100GB 推奨
オプション：RAID コントローラー（例：RAID 0 モード）とファイルアク
セスを速くするための高速ハードディスク

インターフェース：

ネットワークインターフェース（イーサーネット、LAN）

必要グラフィックス：

画面解像度 1024×768 以上
OpenGL アクセラレータ グラフィックカード
（OpenGL 2.0 以上必要）
nVIDIA GeForce シリーズ推奨(GeForce-7 以上)

環境：

3 ボタンマウス、光学式ホイールマウス推奨
標準キーボード

RiPROCESS ダウンロードインフォメーション
RiPROCESS をダウンロードする場合は、RIEGL ホームページ
www.riegl.com にてご案内しております。
（ダウンロードにはメンバー登録が必要です）

総代理店

リーグルジャパン株式会社

※このカタログに記載されている仕様等は、改良のため予告なくされる場合がありますので、ご了承ください。
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