
4DLinkCloud

ここまで使える
デジタルツインプラットフォーム

事例紹介 土木・建設コンサル向け

業務効率を上げる情報活用
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事例デモをご利用ください。

①ご自身の業務に使えるかご確認ください。

★4DLinkCloud フリープラン以上にご登録ください。
★登録者に ４/１以降 に利用方法をメールにてご案内致します

②皆様のお客様に外部共有していただき、
データのリモート納品・閲覧などに

最適かをご確認ください。

皆様の業務改革・DXにお役にたてることを願っております。
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4DLink について

【4DLinkの経緯】
・オーストラリア4DMapper社にて4DMapperを開発開始
・２０１８年 -4DMapper社・Worldlink＆Company共同開発開始
＊京都大学京都大学
東南アジア地域研究研究所 連携准教授 渡辺一生氏顧問にて参画

・２０１９年 -国内4DLinkブランド発表
・２０２０年 -4DLinkCloudサービス開始

4DMapper社関連企業：KlauGeomatics社

共同開発

供給
供給

Worldlink＆Company

共同開発・国内総代理店

供給

２D・３Dの動的・静的位置情報をデジタル地球儀上に配置！ 自在な情報共有・共同作業を実現するデジタルツインプラットフォーム！
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4DLink について

２D・３Dの動的・静的位置情報をデジタル地球儀上に配置！ 自在な情報共有・共同作業を実現するデジタルツインプラットフォーム！
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4DLinkCloud
ビュー ＆ コラボレーション
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-渋谷地区 - View Demo

３０秒バージョン異なるファイル形式を表示 ゼンリン地図 ・ メッシュ ・ 点群
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異なるファイル形式を表示 点群 ・ オルソ ・ オルソ‐NDVI ４０秒バージョン
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（協力：日立建機日本株式会社様、

奥村組砕石生産株式会社様）

・同じ場所の３Dモデルを共有しています。

・盛土の体積を図ります。

・リアルタイムで共有しあえます。

Collaboration Demo

３０秒バージョン

ユーザー①
アカウントアドミン

ユーザー②
プロジェクトアドミン

・同じ場所の３Dモデルを共有しています。

・盛土の体積を図ります。

・リアルタイムで共有しあえます。
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ポイント 距離

面積 体積

4DLinkCloud アノテーション --- 様々なデータベースと連携可能

マルチポイント そのポイントの状況を記述・共有 モデルの中の直線・曲線の長さを測定・共有

モデルの中の面積（底面積）を測定・共有 モデルの中の体積（三角ベース面）を測定・共有
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ブリンカー：３D/２D比較

4DLinkCloud 比較機能
スライダー：２D比較

アニメーション：２D比較

レイヤーの切り替え：３D/２D

レイヤー ON/OFF
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4DLinkCloud 追加される機能
4DLinkCloudには個別案件生じた機能を評価後追加

例：飛行周回表示
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■3D計測
３D測量は、UAVの活用
をはじめ様々な手法が開
発されています。

■4DLink

・３Dモデルデータの共有
・距離/面積/体積の計算
・関連する情報のリンク

4DLinkによる 3D計測
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■点検
現存する構造物の点検
には、大きな労力とコス
トがかかります。構造物
によっては、点検に危険
が伴います。

■4DLink

・正確な位置を示します
・構造物に関連した詳細な
情報を蓄積可能です
・関連する情報のリンク

4DLinkによる点検業務
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4DLinkCloud ビュー＆コラボレーション

ビュー コラボレーションWebGL対応ブラウザでマルチデバイス対応
PC（Windows・Mac）・タブレット（iPad) -

ブラウザChrome最新版-
＜業務/リモート会議でご利用のスペック＞

システム内・URLリンクに共有可能
チーム内・外部ユーザーとの情報共有

管理者 アカウントアドミン プロジェクトアドミン 外部ユーザー パブリックシェア

ユーザー 外部ユーザー

指定されたプロジェクト内に
おいて権限を持つ！

ホームページに
埋め込んで一般公開

外部企業の関係者へシステム全体の権限を持つ！

URLリンク：例
https://app.4dlink.com/auth/share/s_522_ORRJTNNCQB/2OMA
JSBNGSYA5ZAYGSGGXAJLP03LBC11RLBGEG2L4ILVOEGFI1

プロジェクトを関連付け 外部ユーザーURLリンク発行 プロジェクト‐メンバー構成

ユーザー

https://app.4dlink.com/auth/share/s_522_ORRJTNNCQB/2OMAJSBNGSYA5ZAYGSGGXAJLP03LBC11RLBGEG2L4ILVOEGFI1
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Q＆A
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4DLink プロジェクト・サブフォルダ・ファイルの関係

プロジェクトボックス
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4DLink プロジェクト・サブフォルダ・ファイルの関係
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4DLink プロジェクト・サブフォルダ・ファイルの関係
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河川調査０９２

プロジェクト 工事・案件データーベース
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河川調査092

プロジェクト ・・・工事・案件の単位

・・・プロジェクトに関する情報を整理した保存先
サブフォルダ

サブフォルダ

サブフォルダ

ファイル ファイル ファイル ファイル ・・・

ファイル ファイル ファイル ファイル

ファイルファイル ファイルファイル

・・・

・・・プロジェクトボックス

プロジェクト、サブフォルダ、ファイル の関係を理解してください。

4DLink プロジェクト・サブフォルダ・ファイルの関係



4DLinkを利用した

調査報告-京都・美山
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サブフォルダ
調査全般
撮影写真
時系列比較
3Dメッシュモデル
地形モデル

プロジェクト
京都美山_デモ
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プロジェクトとサブフォルダについて
＊プロジェクトは、以下のサブフォルダで構成されています。
用途に応じて利用するサブフォルダを切り替えてください。

プロジェクト 名称： 京都美山‗デモ サブフォルダ 名称：調査全般

■加工・作成したデータ（ファイル名）

・2018/10/04 調査写真より
Pix4Dmapperにて作成
（オルソ,点群,3Dメッシュ,DSM）
・2019/12/25 調査写真より

Metashapeにて作成
(オルソ,点群,3Dメッシュ,DSM）
・2020/4/07 調査写真より
Metashapeにて作成
・202０/６/９ 調査写真より【橋梁】
Metashapeにて作成
(オルソ,点群)
・2020/11 地上LiDAR事前調査【橋梁】
CloudCompareにて作成
（点群）
・2020/7/22 調査写真より
Metashapeにて作成
（オルソ,点群）
・202０/1０/１６ 再調査の写真より
Metashapeにて作成
（点群,オルソ）
・フライトプラン
Litchiにて作成（.KML)

■本調査に関連する主な２D・３Dモデ
ルを表示するサブフォルダです。

点群データは、モデルの一番低い地点（川床の
位置）をベースマップの高さにあわせているた
め、浮いて見える表示になっています。

サブフォルダ 名称： 撮影写真

サブフォルダ 名称：時系列比較

サブフォルダ 名称：3Dメッシュモデル

■オルソ (オルソ①_20181004, オルソ②_20１９1225, オルソ③_202０0407,
オルソ④_20200722, オルソ⑤_20201016, オルソ_橋梁_20200609）

■点群 (点群①_20181004, 点群②_20191２２５, 点群③_20200407,
点群④_2０２０0７２２, 点群⑤_20201016,
点群_橋梁_20200609, 点群_橋梁②_Lidar)

■撮影画像（,Jpg ×1916枚）
■KML(KML_美山フライトプラン）

■撮影された位置情報により整理された写真を確認する
サブフォルダです。

画像のサムネイルの表示、撮影地点の位置表示、撮影画像の拡大など、
２Dの画像の確認ができます。

■時系列の比較を目的に確認するサブフォルダです。

以下３種類の比較機能を行います。
・スライダー（画面の分割）：２つのオルソ画像レイヤーを比較
・ブリンカー（点滅）：同一地点にある点群レイヤーを比較
・アニメーション（コマ送り）

:複数のオルソ画像レイヤーをコマ送りし比較

■主に３Dメッシュモデルを表示するサブフォルダです。

点群と違い、なめらかなポリゴン上の表現をする場合に活用します。

サブフォルダ 名称：5_地形モデル
■DSM
DSM①_20181004
DSM②_20191225

■3Dメッシュ①_20181004.Zip
■3Dメッシュ②_20191225.Zip

■地形モデル（DSM）を確認するサブフォルダです。

カララーザーなどでモデルを着色し高さのモデルを表示できます。また、
等高線を加える、着色せずに、オルソ画像を重ね合わせるなどの処理も
可能です。

■オルソ
18年10月4日_オルソ①
1９年12月25日_オルソ②
20年4月7日_オルソ③
20年7月22日_オルソ④
20年10月16日_オルソ⑤

■点群
18年10月4日_点群①
1９年12月25日_点群②
20年4月7日_点群③
20年7月22日_点群④

20年10月16日_点群⑤

■オルソ

18年10月4日_オルソ①
1９年12月25日_オルソ②
20年4月7日_オルソ③
20年7月22日_オルソ④
20年10月16日_オルソ⑤

■撮影画像
（現場記録、ドローン撮影画
像他）
■点群
点群_橋梁_20200609

■オルソ
オルソ①_20181004
オルソ②_20191225
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サブフォルダ ： 調査全般
サブフォルダ 名称：調査全般

関連する２D・３Dモデルをすべて表示できます。

点群データには、高さ情報がはいって
おり、モデルの一番低い地点（川床）を
ベースマップの0mの地点に合わせる
形で表示しています。なので、高さが
ある地点は、浮いているように見えて
います。

Ⓐ

Ⓐ 表示させているファイル
点群①_20181004, 点群②_20191２２５,
点群③_20200407, 点群④_2０２０0７２２,
点群⑤_20201016, 点群_橋脚_20200609,
オルソ①_20181004,オルソ_橋梁_20200609

Ⓑ 表示させているファイル
オルソ①_20181004, オルソ_橋梁_20200609,
点群①_20181004,点群_橋梁_20200609
KML_美山フライトプラン

Ⓒ 表示させているファイル
オルソ①_20181004 (アノテーション・面積）

Ⓓ 表示させているファイル
点群①_20200609 （アノテーション・体積）

Ⓑ

KMLファイルも表示することができ、フライトログなど
をモデルの上に合わせて表示できます。

Ⓓ

に利用されているファイル名を記載

■オルソ
オルソ①_20181004, オルソ②_20１９1225,
オルソ③_202０0407, オルソ④_20200722, 
オルソ⑤_20201016, オルソ_橋梁_20200609
■点群
点群①_20181004, 点群②_20191２２５,
点群③_20200407, 点群④_2０２０0７２２,
点群⑤_20201016, 点群_橋梁_20200609,
点群_橋梁②_Lidar
■撮影画像
,Jpg ×1916枚
■KML
KML_美山フライトプラン

点群データを横からみた場合

Ⓒ 例） 圃場の面積

例） 土嚢の体積
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サブフォルダ ： 調査全般

点群データには、高さ情報がはいっており、モデルの一番低い地点（川床）をベースマップの0mの地点
に合わせる形で表示しています。なので、高さがある地点は、浮いているように見えています。

Ⓐ

Ⓑ

点群データを横からみた場合

例） 土嚢の体積

川床
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サブフォルダ ： 撮影写真
サブフォルダ 名称： 撮影写真

撮影された位置情報により整理された写真を
確認します。
画像のサムネイルの表示、撮影地点の位置表
示、撮影画像の拡大など、２Dの画像の確認が
できます。

■オルソ
18年10月4日_オルソ①
1９年12月25日_オルソ②
20年4月7日_オルソ③
20年7月22日_オルソ④
20年10月16日_オルソ⑤

■撮影画像
（現場記録写真、ドローン
撮影画像他）

Ⓐ 表示させているファイル
18年10月4日_オルソ①
撮影画像（1916枚全て .Jpg）
サムネイル表示
（181004_103450, 181004_103618, 181004_103638,
181004_103812, 181004_103642, 181004_103432,
181004_103948, DJI_20200609143110_0036_ZOOM,
200609_144933, DJI_20200609143116_0039_ZOOM,
200609_141338, 200609_144311, 200609_120404,
DJI_20200609115847_ZOOM）

Ⓑ 表示させているファイル
18年10月4日_オルソ①
点群_橋梁_20200609
撮影画像（ 1916枚全て .Jpg全て）
サムネイル表示
（181004_103450, 181004_103618, 181004_103638,
181004_103812, 181004_103642, 181004_103432,
181004_103948）

拡大写真 （181004_103500.Jｐｇ）

Ⓐ

Ⓑ

に利用されているファイル名を記載

■点群
点群_橋梁_20200609

表示された白い点の上にカー
ソルをあわせると、写真情報
が表示されます。
その画像をクリックすると画
像が大きく表示されます。
ズームしての拡大表示し、ひび
割れ等の確認もできます。

ドローン等で撮影した場合、空中
に浮いています。撮影位置を地上
に固定すること可能です（黄色点）。
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サブフォルダ ： 時系列比較

サブフォルダ 名称：時系列比較
■オルソ
18年10月4日_オルソ①
1９年12月25日_オルソ②
20年4月7日_オルソ③
20年7月22日_オルソ④
20年10月16日_オルソ⑤

■点群
18年10月4日_点群①
1９年12月25日_点群②
20年4月7日_点群③
20年7月22日_点群④
20年10月16日_点群⑤

Ⓐ

Ⓐ スライダー（画面の分割）：
２つのオルソ画像レイヤーを比較
表示させているファイル

19年12月25日_オルソ②
20年1０月1６日_オルソ⑤

Ⓑ ブリンカー（点滅）：
同一地点にある点群レイヤーを比較
表示させているファイル

18年10月4日_点群①
2０年7月22日_点群④

Ⓒ アニメーション（コマ送り）:
複数のオルソ画像レイヤーをコマ送りし比較
表示させているファイル

18年10月4日_オルソ①
1９年12月25日_オルソ②
20年4月7日_オルソ③
20年7月22日_オルソ④
20年10月16日_オルソ⑤

Ⓒ

に利用されているファイル名を記載

Ⓑ

例） 対空標識の有無（変化）
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ブリンカー：３D/２D比較

4DLinkCloud 比較機能
スライダー：２D比較

アニメーション：２D比較

レイヤーの切り替え：３D/２D

レイヤー ON/OFF
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サブフォルダ ： 時系列比較

サブフォルダ 名称：時系列比較
■オルソ
18年10月4日_オルソ①
1９年12月25日_オルソ②
20年4月7日_オルソ③
20年7月22日_オルソ④
20年10月16日_オルソ⑤

■点群
18年10月4日_点群①
1９年12月25日_点群②
20年4月7日_点群③
20年7月22日_点群④
20年10月16日_点群⑤

Ⓐ

Ⓐ スライダー（画面の分割）：
２つのオルソ画像レイヤーを比較
表示させているファイル

19年12月25日_オルソ②
20年1０月1６日_オルソ⑤

Ⓑ ブリンカー（点滅）：
同一地点にある点群レイヤーを比較
表示させているファイル

18年10月4日_点群①
2０年7月22日_点群④

Ⓒ アニメーション（コマ送り）:
複数のオルソ画像レイヤーをコマ送りし比較
表示させているファイル

18年10月4日_オルソ①
1９年12月25日_オルソ②
20年4月7日_オルソ③
20年7月22日_オルソ④
20年10月16日_オルソ⑤

Ⓒ

に利用されているファイル名を記載

Ⓑ

例） 対空標識の有無（変化）



Link Tomorrow

31

サブフォルダ ： 3Dメッシュモデル

サブフォルダ
名称：3Dメッシュモデル

３Dメッシュモデルのみのサブフォルダ
です。
なめらかな表現の視認が可能です。
外部リンク（外部のデータへのアクセス）
の事例を載せています。

■メッシュ①_20181004.Zip
■メッシュ②_20191225.Zip

アノテーションで、ピンやマルチポイント、ライン、
ポリゴンの作成、長さ・距離の計測、面積、体積
の計測もできます。

Ⓐ

Ⓑ

Ⓐ 表示させているファイル
メッシュ①_20181004.Zip
メッシュ②_20191225.Zip

Ⓑ 表示させているファイル
メッシュ①_20181004.Zip
メッシュ②_20191225.Zip
4dlinkdemo_file_report.PDF
(外部リンク) ＊GoogleDrive
Pix4Dmapperで生成されるレポートを表示

に利用されているファイル名を記載

アノテーションに外部リンクを設定することで、
外部のシステム・データにアクセス可能です。

外部リンク

Ⓑ
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サブフォルダ ： 地形モデル
サブフォルダ 名称：_地形モデル

地形モデル（DSM）を確認するサブフォルダです。
カラライザーを利用して、モデルの高さを着色す
ることができます。また、等高線を加える、着色
せずに、オルソ画像を重ね合わせて表現すること
もできます。

様々な色調を選択できます。

■カラライザー：色の設定
Ⓐ 着色ON-色なし

＋オルソ画像表示
Ⓑ 着色ON-色なし
Ⓒ 着色ON-色なし

Contour(等高線) ON
Ⓓ 着色ON-デフォルト

Ⓐ

＊

＊

に利用されているファイル名を記載

■DSM
DSM①_20181004
DSM②_20191225

■オルソ
オルソ①_20181004
オルソ②_20191225

等高線(1m間隔)の表示Ⓒ

Ⓓ

Ⓐ 表示させているファイル
DSM②_20191225
オルソ②_20191225

Ⓑ表示させているファイル
DSM②_20191225

Ⓒ 表示させているファイル
DSM ①_20181004

Ⓓ 表示させているファイル
DSM①_20181004

Ⓑ



4DLinkを利用した

橋梁点検（例）
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サブフォルダ
調査全般
撮影写真
時系列/データ間比較
調査結果
3Dメッシュモデル
地形モデル

プロジェクト
橋梁点検
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プロジェクトとサブフォルダについて
＊プロジェクトは、以下のサブフォルダで構成されています。
用途に応じて利用するサブフォルダを切り替えてください。

プロジェクト 名称： 京都美山‗デモ サブフォルダ 名称：調査全般

■加工・作成したデータ（ファイル名）

・2018/10/04 調査写真より
Pix4Dmapperにて作成
（オルソ,点群,3Dメッシュ,DSM）
・2019/12/25 調査写真より

Metashapeにて作成
(オルソ,点群,3Dメッシュ,DSM）
・202０/６/９ 調査写真より【橋梁】
Metashapeにて作成
(オルソ,点群)
・2020/11 地上Lidar事前調査【橋梁】
CloudCompareにて作成
（点群）
・202０/1０/１６ 再調査の写真より
Metashapeにて作成
（点群,オルソ）

■本調査に関連する主な２D・３Dモデルを表示する
サブフォルダです。

点群データは、モデルの一番低い地点（川床の位置）をベースマップの
高さにあわせているため、浮いて見える表示になっています。
加えて、距離や面積を計測しています。

サブフォルダ 名称： 撮影写真

サブフォルダ 名称：時系列/データ間比較

サブフォルダ 名称：調査結果

■オルソ
オルソ_橋梁_20200609 
オルソ①_20181004
オルソ②_20１９1225
オルソ⑤_20201016

■撮影された位置情報により整理された写真を確認する
サブフォルダです。

画像のサムネイルの表示、撮影地点の位置表示、撮影画像の拡大など、
２Dの画像の確認ができます。

■時系列/データ間比較を目的に確認するサブフォルダです。

以下３種類の比較機能を行います。
・スライダー（画面の分割）：２つのオルソ画像レイヤーを比較
・ブリンカー（点滅）：同一地点にある点群レイヤーを比較

■表示されたモデルにアノテーションを加え、調査結果を確
認するサブフォルダです。

・高精細な点群データから、床板も確認できます。
・点検箇所にマルチポイントを作成し、外部リンクのレポートを添付します。
・体積を計測します。

■オルソ
オルソ_橋梁_20200609 
18年10月4日_オルソ①
1９年12月25日_オルソ②
20年10月16日_オルソ⑤

■点群
点群_橋梁_20200609
点群_橋梁②_Lidar

■オルソ オルソ_橋梁_20200609 

■撮影画像
.Jpg x 640枚 (現場記録、ドローン撮影画像他)

■点群
点群_橋梁_20200609
点群_橋梁②_Lidar

■撮影画像
.Jpg ×640枚

■オルソ
オルソ_橋梁_20200609 

■点群
点群_橋梁_20200609
Resultｓ.zip

■KML KML_橋梁_フライトプラン例

■撮影画像
.Jpg ×640枚

■オルソ
オルソ_橋梁_20200609 

サブフォルダ 名称:地形モデル

■DSM
DSM_橋梁_20200609ｖ２

■オルソ
オルソ_橋梁_20200609 

■地形モデル（DSM）を確認するサブフォルダです。

カララーザーなどでモデルを着色し高さのモデルを表示できます。また、
等高線を加える、着色せずに、オルソ画像を重ね合わせるなどの処理も
可能です。

■オルソ
オルソ_橋梁_20200609 

サブフォルダ 名称:３Dメッシュモデル

■3Dメッシュ
メッシュ①_20181004.zip

■主に３Dメッシュモデルを表示するサブフォルダです。

点群と違い、なめらかなポリゴン上の表現をする場合に活用します。
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サブフォルダ ： 調査全般
サブフォルダ 名称：調査全般

関連する２D・３Dモデルをすべて表示できます。

点群データには、高さ情報がはいって
おり、モデルの一番低い地点（川床）を
ベースマップの0mの地点に合わせる
形で表示しています。なので、高さが
ある地点は、浮いているように見えて
います。

Ⓐ

Ⓐ 表示させているファイル
オルソ_橋梁_20200609, オルソ①_20181004
点群_橋梁_20200609,

Ⓑ 表示させているファイル
オルソ_橋梁_20200609, オルソ①_20181004 
点群①_20181004, 点群_橋梁_20200609
KML_美山フライトプラン

Ⓒ 表示させているファイル
オルソ_橋梁_20200609 (アノテーション・距離）

Ⓓ 表示させているファイル
オルソ_橋梁_20200609 （アノテーション・面積）

KMLファイルも表示
することができ、フラ
イトログなどをモデル
の上に合わせて表示
できます。

に利用されているファイル名を記載

■オルソ
オルソ_橋梁_20200609 
オルソ①_20181004
オルソ②_20１９1225
オルソ⑤_20201016

■点群
点群_橋梁_20200609
点群_橋梁②_Lidar

■撮影画像
.Jpg ×640枚

■KML
KML_橋梁_フライトプラン例

点群データを横からみた場合

Ⓑ Ⓒ

Ⓓ
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サブフォルダ ： 調査全般

モデルの一番低い地点（川床）をベースマップの0mの地点に合わせ表示

Ⓐ

Ⓑ

例） 土嚢の体積

川床

点群データには、高さ情報がはいって
おり、モデルの一番低い地点（川床）を
ベースマップの0mの地点に合わせる
形で表示しています。なので、高さが
ある地点は、浮いているように見えて
います。

点群データを横から見た場合

川床
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サブフォルダ ： 撮影写真
サブフォルダ 名称： 撮影写真

撮影された位置情報により整理された写真を
確認します。
画像のサムネイルの表示、撮影地点の位置表
示、撮影画像の拡大など、２Dの画像の確認が
できます。

■オルソ
オルソ_橋梁_20200609

■撮影画像
（現場記録写真、ドローン
撮影画像他）

Ⓐ 表示させているファイル
オルソ_橋梁_20200609
撮影画像（640枚全て .Jpg）
サムネイル表示
（200609_115738, 20200609_144526, 
20200609_133654, 200609_133552, 
DJI_20200609143047_0025_WIDE,
DJI_20200609143107_0035_THRM,
200609_144523, 200609_121739）

Ⓑ 表示させているファイル
オルソ_橋梁_20200609
撮影画像（640枚全て .Jpg）
サムネイル表示
（200609_115738, 20200609_144526, 
20200609_133654, 200609_133552, 
DJI_20200609143047_0025_WIDE,
DJI_20200609143107_0035_THRM,
200609_144523, 200609_121739）

拡大写真 （20200609_144621.Jｐｇ）

Ⓐ

Ⓑ

に利用されているファイル名を記載

表示された白い点の上にカー
ソルをあわせると、写真情報が
表示されます。
その画像をクリックすると画像
が大きく表示されます。
ズームしての拡大表示し、ひび
割れ等の確認もできます。

ドローン等で撮影した場合、空中
に浮いています。撮影位置を地上
に固定すること可能です（黄色点）。



Link Tomorrow

39

サブフォルダ ： 時系列/データ間比較
サブフォルダ 名称：時系列比較
■オルソ
オルソ_橋梁_20200609 
オルソ②_201９1225
オルソ⑤_20201016

■点群
点群_橋梁_20200609
点群_橋梁②_Lidar Ⓐ

Ⓐ スライダー（画面の分割）：
２つのオルソ画像レイヤーを比較

表示させているファイル
オルソ②_201９1225, オルソ⑤_20201016

Ⓑ ブリンカー（点滅）：
同一地点にある点群レイヤーを比較

表示させているファイル
点群_橋梁_20200609, 点群_橋梁②_Lidar

に利用されているファイル名を記載

例） 対空標識の有無（変化）

ドローン撮影画像（可視光）の点群モデル LiDARで取得データから作成した
点群モデル（高さで色付け）Ⓑ
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サブフォルダ ： 調査結果
サブフォルダ 名称：調査結果

アノテーションで、体積の計測もできます。

Ⓐ

Ⓑ

Ⓐ 表示させているファイル
点群_橋梁_20200609
オルソ_橋梁_20200609
現場簡易レポート.PDF

に利用されているファイル名を記載

■オルソ
オルソ_橋梁
_20200609
■撮影画像

.Jpg ×640枚

■点群
点群_橋梁_20200609
Results.zip

アノテーションに外部リンクを設定することで、
外部に保存さえたデータにアクセス可能です。

外部リンク

Ⓒ 表示させているファイル
Results.zip (高精細点群データ）
オルソ_橋梁_20200609
撮影写真 サムネイル表示
（20200609_144536, 20200609_144652,
200609_145214, 200609_135034,
DJI_20200609141438_0007_ZOOM,
DJI_20200609141448_0010_ZOOM,
200609_143550, 20200609_133908）

拡大写真
（200609_143918, 200609_135034）

＊床板、橋脚周り
位置情報のない写
真も表示可能。

Ⓐ

Ⓒ

(外部リンク)
＊GoogleDrive

Ⓑ 表示させているファイル
点群_橋梁_20200609（アノテーション体積）



Link Tomorrow

サブフォルダ ： 3Dメッシュモデル

サブフォルダ
名称：3Dメッシュモデル

３Dメッシュモデルのみのサブフォルダです。
なめらかな表現の視認が可能です。

■メッシュ①_20181004.zip

アノテーションで、ピンやマルチポイント、ライン、
ポリゴンの作成、長さ・距離の計測、面積、体積
の計測もできます。

Ⓐ

Ⓐ 表示させているファイル
メッシュ①_20181004.zip

Ⓑ 表示されているファイル
メッシュ①_20181004.zip

に利用されているファイル名を記載

視点、角度、拡大率を変更し表示した場合

Ⓑ
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サブフォルダ ： 地形モデル
サブフォルダ 名称：_地形モデル

地形モデル（DSM）を確認するサブフォルダです。
カラライザーを利用して、モデルの高さを着色す
ることができます。また、等高線を加える、着色
せずに、オルソ画像を重ね合わせて表現すること
もできます。

■カラライザー：色の設定
Ⓐ 着色ON-色なし

＋オルソ画像表示
Ⓑ 着色ON-色なし

Contour(等高線) ON
Ⓒ 着色ON-色なし
Ⓓ 着色ON-デフォルト

Ⓐ Ⓑ

＊

＊
に利用されているファイル名を記載

■DSM
DSM_橋梁_20200609ｖ２

■オルソ
オルソ_橋梁_20200609

等高線(1m間隔)の表示

Ⓒ

Ⓐ 表示させているファイル
DSM_橋梁_20200609ｖ２
オルソ_橋梁_20200609

Ⓑ 表示させているファイル
DSM_橋梁_20200609ｖ２

Ⓒ 表示させているファイル
DSM_橋梁_20200609ｖ２

Ⓓ 表示させているファイル
DSM_橋梁_20200609ｖ２

様々な色調を選択できます。

Ⓓ

橋梁床面のモデル

橋梁床面のモデル
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事例デモをご利用ください。

①ご自身の業務に使えるかご確認ください。

★4DLinkCloud フリープラン以上にご登録ください。
★登録者に ４/１以降 に利用方法をメールにてご案内致します。

②皆様のお客様に外部共有していただき、
データのリモート納品・閲覧などに

最適かをご確認ください。
皆様の業務改革・DXにお役にたてることを願っております。
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Q＆A
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お問合せ

株式会社WorldLink&Company
プラットフォームソリューション営業部

4dlink_info@skylinkjapan.comメールアドレス

https://4d-link.com/

4DLinkCloudポータルサイト
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プロジェクト

プロジェクトには座標系（位置情報）はついてない

河川調査092

プロジェクト ・・・工事・案件の単位

・・・プロジェクトに関する情報を整理した保存先
サブフォルダ

サブフォルダ

サブフォルダ

＊プロジェクトそのものに、座標系（位置情報）を設定しない場合、プロジェクト内
で最後に利用したファイルの座標系（位置情報）にプロジェクトを位置づけます。

ファイル ファイル ファイル ファイル ・・・

ファイル ファイル ファイル ファイル

ファイルファイル ファイルファイル

＊プロジェクト内で最後
に利用したファイル

＊プロジェクトそのものに、座標系（位置情報）を設定可能！

・・・

・・・プロジェクトボックス
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＊プロジェクトそのものに、座標系（位置情報）を設定可能！

河川調査092

河川調査092



Link Tomorrow

50

＊細かすぎて聞けない話し

Q：この S 何？

A：英語の複数形のSをシステムで
出しています。

気にしないでください。
適切なタイミングで改修します。


