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免責事項

DJI GS Pro（以下「本製品」）のご使用前に、本免責事項と利用規約をよくお読みください。本製品を
使用すると、この免責事項および利用規約をすべて読み、これらに同意したものとみなされます。
本製品は、ユーザーマニュアルに記載するとおりにインストールし使用してください。SZ DJI
TECHNOLOGY CO., LTD. およびその関連会社は、本製品が不適切な方法で使用されたことにより、
直接または間接的な原因で生じた物的損害または人的被害については、いかなる責任も負いません。
DJITM は、SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD の商標です。（以下「DJI」）およびその関連会社の商標
です。本書に記載されている製品、ブランドなどの名称は、その所有者である各社の商標または登
録商標です。本製品および本マニュアルは、不許複製・禁無断転載を原則とする DJI の著作物のため、
DJI から書面による事前承認または許諾を得ることなく、いかなる形であれ複製することは固く禁
じられています。
この免責事項は複数の言語で提供されています。各言語版の内容に相違がある場合、中国にて購入
された製品については中国語版の内容が優先され、他の地域にて購入された製品については英語版
の内容が優先されます。

警告

1. 毎回のフライトの前に飛行する地域が安全であることを確認してください。
2. 必ず、機体を目視できる範囲（VLOS）で操作してください。DJI GS Pro は、アプリ内に飛行記録を
保存しません。DJI GS Pro を使用中に機体が紛失した場合、そのような記録を利用して機体を見
つけることはできません。
3. ミッション中に送信機の信号がロストもしくは切断された場合にのみ、機体は設定に従ってミッ
ションを続行または終了します。
］、［高度な設定］の順に選択し、［信号ロスト時にミッション中断］を有効または無効にし
［
ます（デフォルトでは無効）
。無効にした場合、機体はミッションを続行し、フェールセーフは
作動しません。有効にした場合、機体はミッションを一時停止し、ブレークポイントを記録しま
す。その後で、DJI GOTM ／ DJI GO 4 アプリの [ 送信機信号ロスト ] の設定を実行します。信号
の回復後にミッションを継続できます。
4. GNSS 信号が強いときのミッション中に RTH ボタンを長押しすると、機体が直ちにミッションを
中止し、RTH を開始します。必要な場合、ミッションは再開することができます。
5. ミッション中にバッテリーレベルまたは電圧が低くなると、DJI GS Pro がローバッテリー残量警
告を通知し、機体がミッションを一時停止して、RTH または着陸を開始します。バッテリーの交
換後にミッションを続行できます。ローバッテリーしきい値は、DJI GO ／ DJI GO 4 アプリで
事前に設定された値です。
6. 安全なフライトに役立つ重要なヒントや警告を確実に入手するため、iPad サウンドを有効にす
ることを強くお勧めします。
7. 障害物回避機能を備えている機体では、フライトの安全性を確保するために、DJI GS Pro でこの
機能がデフォルトで有効になっています。現在の周囲の状況で検知システムが機能しているこ
とを確認してください。機能していない場合は、［飛行準備］チェックリストで検知システムを
無効にしてください。そうしないとミッションを開始できません。
8. DJI GS Pro の高度値は、すべて離陸地点の高度に対して相対値です。同じミッションでも異なる
高度から離陸した場合は、同じ地点での海抜高度が異なることになります。
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はじめに

DJI GS Pro（別名：Ground Station Pro）は、産業用に設計された iPad アプリです。空撮、建設、
精密農業、電気検査、探索救助、安全管理などを含むさまざまな用途に使用できます。ミッション
の計画は、マップ上をタップ、機体を使用したポイントの設定、ファイルのインポート、計画ミッ
ション中の機体の自動制御など、さまざまな方法で簡単に行うことができます。DJI GS Pro は、
iPad 製品ラインおよび機体／フライトコントローラー／カメラ／アクセサリーといった多くの DJI
製品に対応しています *。

DJI GS Pro のダウンロード

App Store で「DJI GS Pro」を検索し、アプリを iPad にインストールします。
DJI GS Pro は、iOS 9.2 以降に対応しています。
初めて使用するときには、アクティベーションのためにインターネット接続が必要です。
ご使用の DJI 製品は、DJI GO ／ DJI GO 4 アプリの代わりに DJI GS Pro でアクティベー
ションできます。

機体の接続

DJI GO ／ DJI GO 4 アプリを使用する場合と同様に機体を DJI GS Pro に接続します。

* テストおよび開発状況に応じて、対応の DJI 機器は今後増える予定です。最新リストは、dji.com の DJI GS Pro
の製品ページ（http://www.dji.com/ground-station-pro）でご確認ください。
© 2017 DJI All Rights Reserved.
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ミッション タイプ
フォトマップ
DJI GS Pro は、ユーザーが必要な飛行地域とカメラのパラメーターを設定後、効
率的な飛行経路を自動的に生成します。機体は、この経路に従って空撮タスクを
完了します。ユーザーは、DJI GS Pro に直接画像をインポートし、アプリでフォ
トマップを自動的に合成し *、他のミッションに参照情報を提供できます。ユーザー
は、合成結果を手動で校正して、実際の環境をより正確に再構築することもでき
ます。

バーチャルフェンス
バーチャルフェンスは特定の飛行領域を定義するもので、一部の領域が飛行禁止
区域になっている場合や、手動制御による農薬噴霧や飛行訓練など、1 つの地域
でのみ飛行を行う必要がある場合に役立ちます。バーチャルフェンスの境界に機
体が近づくと、速度を落としてホバリングし、飛行領域内に留まるようにします。

計測撮影
計測撮影領域モード：DJI GS Pro は、ユーザーが必要な飛行領域とカメラのパラ
メーターを設定した後で、効率的な飛行経路を自動的に生成します。機体は、ミッ
ション中この経路に沿って飛行します。これらの飛行中に撮影された画像データを
3D 再構築ソフトウェアに入力して、3D マップを生成できます。
計測撮影建物モード **：計測撮影建物モードでは、物理的な構造から重要なデー
タを収集できます。このパラメーターの設定は、飛行領域とアクション、パラメー
ター、オーバーラップ率など、計測撮影領域モードと同様です。サークル、バーティ
カル、計測撮影建物モードなどのカスタマイズ可能な新機能を使用して、効率的
な構造管理を正確に行うことができます。

ウェイポイント飛行経路指定
ウェイポイント飛行経路を設定し、ウェイポイントアクションを定義してから、
タップして飛行を開始します。

* フォトマップ合成はプレミアム機能です。このタイプのミッションを作成すると、空撮や、DJI GS への写真のイン
ポートが有効になります。各アカウントには、空撮画像を使用してフォトマップを合成するための 5 つの無料ト
ライアルが付属しています。その後も使用するには、メッセージページで購入してください。詳細についてはア
プリの説明を参照してください。
** 計測撮影建物モードはプレミアム機能です。支払いを行わない場合、このタイプのミッションの作成と編集はで
きますが、機能は無効になります。新しいミッションを開始するときにはメッセージページで機能を購入してく
ださい。詳細についてはアプリの説明を参照してください。
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DJI GS Pro インターフェイス
1
20
19

2

Phantom 4

3
GPS

4

5

10

6 7
Phantom 4カメラ

88%（17.38 V）

8

9

10

100%
18:20

ミッション

素材

マップ

コピー

0

11

150M

12

削除

13
14

ミッション5

2016
Guangdong Shenzhen Nanshan

18

ミッション4

2016
Guangdong Shenzhen Nanshan

ミッション1

2016
Guangdong Shenzhen Nanshan

新規

編集

17

16

15

1. 機体／フライトコントローラの接続
：DJI GS Pro と機体またはフライトコントローラ間の現在の接続ステータスを示します。
2. フライトモード
：機体の現在のフライトモードを示します。
3. GNSS の信号強度
：現在の GNSS 信号強度と接続中の衛星の数を示します。
4. 送信機の信号強度
：送信機の信号強度を示します。
5. カメラモデル
：使用されているカメラモデルおよびビデオダウンリンクの強度を示します。
6. バッテリー残量インジケーター
： 残りの飛行時間をリアルタイムに表示します。赤いゾーンは、バッテリー残量が少ないこ
とを表します。
7. 機体のバッテリー残量
88%（17.38V）：DJI インテリジェント・フライト・バッテリーを使用している場合は現在のバッ

テリー残量とバッテリー電圧を示し、他のバッテリーを使用している場合は現在のバッテリー電
圧を示します。

8. iPad バッテリー残量
100%：iPad の現在のバッテリー残量を表示します。
© 2017 DJI All Rights Reserved.
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9. 一般設定
：タップして、コンパス校正、スティックモード、飛行制限空域マネージャー、アプリ内の
購入機能を使用します。WGS84 座標（先に［地図の最適化］を有効にします）、測定単位設定、
信号がロストした場合の機体の動作を表示するには、
［高度な設定］をタップします。アプリケー
ションまたは機体のパーツのバージョン（タップして切り替えます）、利用規約、ユーザーマニュ
アルなどを表示するには、［ヘルプ］をタップします。
10. 飛行準備／ミッションの一時停止／ミッションの継続／ミッションの終了／マップ合成／マッ
プの校正／校正のリセット
／
飛行準備：タップして、パラメーターを設定した後にチェックリストを表示します。

ミッションの一時停止：タップして、フォトマップ、計測撮影、またはウェイポイント飛行
経路指定ミッションを一時停止します。その後の操作のメニューが表示されます。
ミッションの継続：ミッションを一時停止した後で、ミッションの編集を行い、このボタンを
タップします。表示されるメニューを使用して、ミッションを継続するか、別の操作を実行す
ることができます。
ミッションの終了：タップして、バーチャル・フェンス・ミッションを終了し、フェンスを
無効にします。
マップ合成：フォトマップミッションに対応する写真を選択し、パラメーターを設定した後
で、タップしてフォトマップを合成します。詳細については、
「フォトマップ」（25 ページ）を
参照してください。
マップの校正：フォトマップ合成の後で、校正ポイントのペアを追加し、アイコンをタップ

して合成結果を校正します。詳細については、
「フォトマップ」
（25 ページ）を参照してください。
校正のリセット：タップして、校正を保存する前に、校正マップを元のマップにリセットし
ます。詳細については、
「フォトマップ」（25 ページ）を参照してください。

11. 回転ロック
：回転はデフォルトでロックされています。つまり、iPad を回転してもマップビューは回転
せず、北が上になります。回転をロック解除し、iPad の回転に合わせてマップビューが回転す
るようにするには、［回転ロック］ボタンをタップします。

12. マップモード
：タップして、［標準地図］、［衛星地図］、または［ハイブリッド地図］を切り替えます。
13. 場所
：タップして、iPad の位置をマップの中心にします。
14. 2D スイッチ
：このスイッチは、［マップ］タグを除く他のインターフェイスをナビゲーション ウィン
ドウに表示します。GS Pro でインポートしたファイルまたはフォトマップの合成を使用して
マップを生成した後に、マップがピン留めされており、2D スイッチが有効になっていると、対
応するジオメトリ（地理情報）またはフォトマップが常に画面に表示されます。2D スイッチが
無効になっている場合は、これらが表示されません。
15. フライトテレメトリとカメラのプレビュー
：このアイコンをタップすると、フライトテレメトリおよびカメラのプレビューがカメラに

表示されます。詳細については、
「パラメーターの設定の概要」
（15 ページ）を参照してください。

16. ミッションの編集
：ミッションリストでいずれかのミッションを選択し、このボタンをタップしてパラメーター
の設定に移行します。
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DJI GS PRO ユーザーマニュアル
17. 新規ミッション
：タップして新規ミッションを追加し、ミッション タイプとウェイポイントの設定方法を選
択します。詳細については、「ミッションの作成」を参照してください。

18. ナビゲーション ウィンドウ
ナビゲーション ウィンドウには、ミッション、素材、マップのタグが含まれています。リスト
の右側にある矢印をタップして、リストを閉じたり展開したりします。
ミッション：すべてのミッションを表示し、ミッションをタップして選択します。ミッションを
コピーまたは削除するには、ミッションを左にスワイプし、適切なオプションを選択します。
素材：ファイルと写真が含まれます。
［ファイル］には、インポートしたすべての KML ／ SHP ／ KMZ ／ ZIP ファイルとフォルダーの
リストが表示されます。KML ／ SHP ファイルを GS Pro にインポートするには、
［ファイル］
［
、サー
バー起動］の順にタップします。詳細については、
「ミッションの作成」を参照してください。
［写真］には、フォトマップミッションに対応するすべての画像データのリストが表示されます。
をタップするか左にスワイプして、画像ソースを選択してインポートします。詳細について
は、「フォトマップ（25 ページ）」を参照してください。

マップ：インポートした KML ／ SHP ファイルを使用して生成されたベクトルマップ（「ミッ
ションの作成」を参照してください）と、フォトマップミッションを使用して合成されたマッ
プ（「フォトマップ」
（25 ページ）を参照してください）を含む 2 種類のマップを表示できます。
19. スケール

：マップの現在のスケールを表示します。

20. 戻る
：タップしてメインメニューに戻ります。

ミッションの作成

次の 2 つの方法でミッションを作成します。
KML ／ SHP ファイルをインポートして、ミッションを作成するためのマップを生成します（計測
撮影領域モード POI を除きます）。
画面をタップするか機体を使用して点を設定し、ミッションを作成します。

ファイルの使用
GS Pro は、KML、SHP、KMZ、および ZIP 形式をサポートします。iPad でファイルを開
くと、GS Pro によって KMZ および ZIP ファイルが自動的に圧縮解除されます。サーバー
にファイルをアップロードするときには、KML および SHP 形式のみがサポートされます。
GS Pro は、多角形、線、点を生成できます。点を使用してフライトミッションを作成す
ることはできませんが、GCP（地上基準点：Ground Control Point）セットアップの参照
点として使用できます。
現在、GS Pro に対応する座標系は WGS-84 のみです。

ファイルのインポート

GS Pro でファイルをインポートするか、iPad でファイルを開くときに GS Pro を選択できます。
© 2017 DJI All Rights Reserved.
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GS Pro の［素材］タグを使用したファイルのインポート
1. GS Pro でナビゲーション ウィンドウに移動し、
［素材］、
［ファイル］、
［サーバー起動］の順にタッ
プします。ポップアップボックスが表示されます。
2. PC または Mac で、ファイルサーバーの IP アドレスをボックスに入力し、ウェブページで
KML ／ SHP ファイルをアップロードします。
3. アップロードが完了したら、GS Pro で［完了］をタップします。ファイルは、GS Pro の［ファ
イル］に表示されます。ファイルを削除するには、ファイルを左にスワイプし、オプションを選
択します。
ファイルをインポートするときには、iPad および PC ／ Mac が同じ LAN に接続されてい
ることを確認してください。接続されていないと、ファイルサーバーにアクセスできま
せん。
GS Pro で［完了］をタップしてファイルサーバーにアクセスすることはできません。サー
バーを再び有効にするには、GS Pro で［サーバー起動］をタップします。
iPad でのファイル表示
iPad で Safari、電子メール、または他のアプリを使用して、KML ／ SHP ／ KMZ ／ ZIP ファイルを
ダウンロードします。ファイルを開いて、［DJI GS Pro］を選択し、ファイルを GS Pro にインポー
トします。KMZ および ZIP ファイルは対応するフォルダーに自動的に圧縮解除されます。ファイル
またはフォルダーは、GS Pro の［ファイル］に表示されます。ファイルを削除するには、ファイルを
左にスワイプし、オプションを選択します。

マップの生成と管理
ユーザーは、インポート機能を無制限に使用できますが、マップの生成を無料で使用でき
るのは各 iPad で 5 回のみです。それ以上使用する場合は、GS Pro で購入してください。
1. ［ファイル］に移動し、目的の KML ／ SHP ファイルを左にスワイプし、［インポート］をタップ
します。GS Pro がファイルを自動的に処理し、［マップ］タグにジオメトリを生成します。
2. インポート後に［マップ］タグに赤い点が表示されます。タグをタップし、各 KML ／ SHP ファ
イルのマップのグループを見つけます。タップして、それらを折りたたんだり展開したりします。
3. マップには、多角形、線、点という 3 種類のジオメトリがあります。
ジオメトリファイルをタップすると、対応するジオメトリが画面に表示されます。
ミッションの作成、ピン、または削除の操作を実行するには、左にスワイプします。ポイントに
は［ミッションの作成］オプションはありません。
リストのマップをタップしたまま保持すると、複数のマップをピンまたは削除するための複数選
択モードに移行します。
4. ジオメトリファイルがピン留めされていると、［マップ］タグでマップを表示するときに、常に
これらのファイルが画面に表示されます。他のインターフェイスでは、画面の右側にある 2D ス
イッチを使用して表示の有効／無効を切り替えます。

ミッションの作成

1. ［マップ］タグで、目的のジオメトリファイル（点を除く）をスワイプし、
［ミッションの作成］を
タップします。
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2. 適切なミッション タイプを選択します。

ミッション タイプは、ジオメトリによって異なります。多角形の場合は［フォトマップ］、
［バー
チャルフェンス］、または［計測撮影領域モード］を選択し、線の場合は［ウェイポイント飛行
経路指定］を選択します。
3. ジオメトリによって生成された飛行区域または経路が画面に表示されます。任意の点をタップし
て選択すると、白色から青色に変わります。区域の形または飛行経路を変更するには、点をドラッ
グします。点を追加するには、
をマップ上にドラッグします。選択した点を削除するには、
パラメーター設定ページの左下にある
をタップします。
4. パラメーター設定リストの各項目を設定し、完了したら画面の左上にある［保存］ボタンをタッ
プします。詳細については、「パラメーターの設定の概要」（15 ページ）を参照してください。

画面または機体の使用
画面をタップするか機体を使用して点を設定し、飛行区域または経路を生成します。

1. 新規ミッション

画面の左下にある［新規ミッション］ボタンをタップします。

新規

2. ミッション タイプの選択

適切なミッション タイプを選択します。

3. 点の設定方法の選択

バーチャルフェンスの境界、フォトマップまたは計測撮影領域モード、建物半径、計測撮影建物
モードのフライト半径、またはフライトウェイポイントを設定するには、いくつかの方法があり
ます。点を確認したら、生成されたファイル経路を使用して最大 99 個のウェイポイントを含め
ることができます。ウェイポイントの数がこれを超えた場合、ミッションは失敗します。

または

タップ：エリアの境界点、フライトウェイポイント、円で囲まれた建物の中心を作成するには、
マップをタップします。
© 2017 DJI All Rights Reserved.
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マップ上の目的の飛行場所を 1 回タップすると、さまざまなミッションの種類に従って対応す
るエリアまたはウェイポイントが作成されます。
フォトマップ、バーチャルフェンス、または計測撮影領域モードをタップすると、点の周囲に長方
形の飛行区域が作成されます。ウェイポイント飛行経路指定ミッションをタップすると、1 つのウェ
イポイントが作成されます。任意の点をタップして選択すると、白色から青色に変わります。区域
の形または飛行経路を変更するには、点をドラッグします。点を追加するには、
をマップ上にド
ラッグします。選択した点を削除するには、パラメーター設定ページの左下にある
をタップしま

す。
計測撮影建物モード上でタップすると、その点を中心として 2 つの同心円が作成されます。黒
い円は建物半径の円を示し、青い円はフライト半径の円を示します。中心の円を調整するには、
を中央に向かってドラッグします。各円の対応する半径を調整するには、白い点をドラッグ
します。

機体：機体を目的の位置に飛行させ、その場所をバーチャルフェンスまたは計測撮影領域モード
の境界として設定するか、ウェイポイント飛行経路指定ミッションのウェイポイントとして設定
するか、いくつかの場所を介して計算された建物半径および飛行半径を設定できます。
：計測撮影建物モードでは、機体を建物の周囲のいくつかの場所に飛行させ、アイコンをタッ

プして選択します。建物の中心の半径を決定するには、少なくとも 2 つ以上の点が必要です。
をタップして建物半径の設定を終了します。次に、機体を目的の場所に飛行させ、 をタッ

プして飛行半径を設定します。他のミッションでは、機体の位置をタップして境界点またはウェ
イポイントとして設定します。
：タップして、最後の点を削除します。
：すべての必要な点を設定した後に、タップして終了します。

機体（飛行高度の記録）：この方法は、ウェイポイント飛行経路指定ミッションでのみ使用でき
ます。手順は上記の「機体」と同じです。さらに、点と飛行高度の両方が記録されます。このミッ
ションを実行するときには、機体は事前に設定された位置と飛行高度を飛行します。
飛行区域は、点が設定された順序に従って生成されます。
点が設定された順序に従って生成されたエリアは交差できません。交差している場合は
飛行区域を生成できません。DJI GS Pro は、点を飛行区域の生成に使用できるかどうかを
判断します。使用できない場合、
［完了］ボタンがグレーで表示され、タップできません。

4. パラメーターの設定

パラメーター設定リストの各項目を設定し、完了したら画面の左上にある［保存］ボタンをタッ
プします。詳細については、「パラメーターの設定の概要」（15 ページ）を参照してください。

ミッションの実行
安全に関する注意事項
計測撮影建物モードでの飛行および撮影は慎重に行ってください。飛行経路生成モードには、バー
ティカルとサークル（以下に説明）という 2 つのモードがあります。
1. バーティカルおよびサークルモードでは、機体はウェイポイント間の直線経路を飛行しますが、
機体と建造物の間の実際の距離は、事前に設定された飛行半径よりも短くなることがあります。
等距離／等時間間隔モードでの撮影中には、機体は放射線に従って飛行し、被写体までの距離は
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事前に設定された半径よりも長くなる場合があります。そのため、周囲に十分な空間が確保され
ていることを確認し、衝突の危険を回避してください。機体が建造物の周囲を飛行する際は、地
上にいるオペレーターは安全性の確保のため、機体を目視できるように機体と一緒に場所を移動
することを推奨します。
2. バーティカルモードでは、比較的低速（1 〜 4m/ 秒、ただし機体のモードによって速度が異なり
ます）で機体が飛行するため撮影時間が長くなり、バッテリーが早く消費されます。
3. サークルモードまたはバーティカルモードで操作を再開したときには、機体は最初に以前のウェ
イポイントと同じ高さまで直接上昇してから、対象に向かって飛行します。衝突の危険を回避す
るため、機体の上に天井などの障害物がないことを確認してください。

飛行前チェックリスト
ミッションリストでミッションを選択し、画面の右上の［編集］をタップしてから［飛行準備］をタッ
プします。表示されるチェックリストに従って機体をチェックおよび調整します。すべての項目が
緑色になり、離陸が許可されることを示すまでこの作業を行います。黄色の項目は調整が必要ですが、
調整しなくとも機体は離陸できます。すべての項目が緑色になった場合にのみ飛行することを強く
お勧めします。

飛行の開始
準備ができたらチェックリストの一番下にある［飛行開始］をタップします。機体の動作はミッション
によって異なります。機体のステータスバーに、現在の機体のステータス、ミッションの進行状況
などが表示されます。
N

フェンスを入力してください
速度

0.1M／秒

LAT：35.635709

LON：139.788572

高さ

54.9M

バーチャルフェンス

開始した後に、機体の緯度、経度、または飛行高度が、フェンスの境界からはみ出した場合、iPad
の通知メッセージと通知音で知らされます。このときにはバーチャルフェンスが無効になり、機体
は自由に飛行できるようになります。機体がフェンスの境界内に入ると、バーチャルフェンスが自
動的に有効になります。境界内に入った場合は、機体がフェンスの境界に近づくと速度が低下して
ホバリングし、iPad から通知音が鳴ります。

フォトマップ／計測撮影／ウェイポイント飛行経路指定

開始した後、機体はスタート地点まで自動的に飛行します。計測撮影建物モードでは、スタート地
点の飛行高度は、事前に設定された最大飛行高度になります。

ミッションの一時停止
フォトマップ、計測撮影、またはウェイポイント飛行経路指定ミッションでは、画面の右上にある
［ミッション一時停止］ボタンをタップすると、ミッションが一時停止します。機体はその場でホバ
リングし、最後に実行したウェイポイントを記録します。その後機体を自由に飛行することができ、
追加の制御オプションを含むメニューが表示されます。
© 2017 DJI All Rights Reserved.
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前回中断した地点から再開：機体は、録画を停止した地点からミッションを続行します。
最初の地点から開始：機体は、スタート地点まで飛行してからミッションを再開します。
現在のミッションを取り消す：機体は停止し、現在のミッションを終了します。ミッションは続行
できません。
ミッション一覧画面へ戻る：ミッション一覧画面に戻ります。メニューをもう一度確認するには、
必要なミッションを選択し、［ミッションの継続］をタップします。

特別なケース
1. バーチャル・フェンス・ミッション中に、強風などの外的要因のために機体がフェンス外を飛行
した場合、機体のステータスバーにメッセージが表示され、iPad から通知音が鳴り、フェンス
が無効になります。ユーザーはミッションを停止し、再開する必要があります。
2. バーチャル・フェンス・ミッション中に、送信機のフライト・モード・スイッチが切り替えられ
た場合、フェンスが直ちに無効になります。機体が停止して、現在のミッションが終了し、機体
のステータスバーにメッセージが表示され、iPad から通知音が鳴ります。
3. いずれかのミッション中に、GNSS 信号が弱いために位置情報を使用できなくなった場合、機体
はミッションを終了し、通常のフライトモードに移行します。信号が強くなった場合、ユーザー
はミッションの続行を選択できます。続行する場合、機体は最後に録画した地点から続行します。
4. ローバッテリー残量警告：バッテリー残量または電圧が事前に設定された値よりも低くなると、送
信機から通知音が鳴ります。数秒後に、機体はミッションを一時停止し、RTH を開始します。ユー
ザーは、送信機のスマート RTH ボタンを押すことで RTH をキャンセルできます。バッテリーを交
換した後でミッションを続行できます。機体は、録画を停止した地点からミッションを続行します。
5. 重度のローバッテリー残量警告：バッテリー残量または電圧が事前に設定された値よりも低くな
ると、送信機から通知音が鳴ります。機体はミッションを一時停止し、自動的に着陸します。ミッ
ションはバッテリーを交換した後、続行できます。機体は、録画を停止した地点からミッションを
続行します。

ミッションの完了
バーチャル・フェンス・ミッションを終了した後で、画面の右上にある［ミッション終了］をタッ
プします。フォトマップ、計測撮影、またはウェイポイント飛行経路指定ミッションを完了した後で、
機体は事前に設定された「ミッション完了時動作」を実行します。その後は機体を自由に制御でき
ます。フォトマップミッションの場合、GS Pro でオプションを含むページが表示され、ユーザーが
機体から写真を直ちにダウンロードするか後でダウンロードするかを選択できます。
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パラメーター設定の概要

このセクションでは、すべてのミッション タイプに共通する画面要素について説明し、その後にミッ
ション タイプ別のパラメーターについて説明します。

画面要素
Phantom 4

GPS

10

Phantom 4カメラ

88%（17.38 V）

100%
18:20

5
4

0

150M

1

ミッション6
ミッションの種類

バーチャルフェンス
最大速度
5.0M／秒
最大高度
50.0M

N

速度

0.1M／秒

LAT：35.635709

LON：139.788572

LAT

22.540062

LON

113.951940

高さ

54.9M

3

2

1. パラメーターリスト
折りたたみ／ 展開：タップして、リストを折りたたんだり展開したりします。

ミッション名：右のボタンをタップしてミッション名を編集します。
ミッション情報：ミッション タイプによって情報が異なります。含まれる情報：ミッ

ション タイプ、飛行経路距離、ウェイポイント数、飛行領域面積、予想飛行時間、予想写真枚数、
必要なバッテリー、撮影間隔（F：同じコース上で撮影される 2 枚の連続する写真の間隔および
S：2 つの平行なコース上の 2 枚の写真の間隔）、カメラ設定（露出モード、シャッター速度、フォー
カスモード）、モーションブラー（現在のシャッター速度と飛行速度でのモーションブラーによ
る地上分解能など）。スワイプすると、すべてが表示されます。
スライダー：左右にスライドして値を調整します。
テキストボックス：タップして長押しすると、微調整ボタンが表示されます。タップして
調整します。
5.0 M/S

境界点／境界中心／ウェイポイントの編集
LAT

22.540062

LON

113.951940

© 2017 DJI All Rights Reserved.
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a. 緯度と経度：ボックスをタップして値を入力します。微調整するには、右側の矢印キーをタッ
プします。上と下で緯度を調整し、左と右で経度を調整します。
b. 削除：点を選択してこのボタンをタップすると、その点が削除されます。
c. 経路の反転：このオプションは、ウェイポイント飛行経路指定ミッションの場合に表示され
ます。タップして、スタート地点とエンド地点を入れ替え、飛行経路を逆にします。「S」は
スタート地点を意味します。
2. カメラのプレビュー
／
：画像フィードを受信すると、リアルタイムのカメラビューがここに表示されます。
をタップすると、
プレビューが最小化されます。
カメラビューでカメラ設定を行うには、ウィン
ドウをタップします。詳細については、「カメラビュー」を参照してください。
：DJI ジンバル、カメラ、または他の HDMI ／ AV カメラを搭載した DJI A3 または Matrice
600 シリーズを使用している場合は、このアイコンをタップして、プレビューの表示入力選択お
よびソース間の帯域幅比を設定します。

3. フライトテレメトリ

N

速度

0.1M／秒

LAT：35.635709

LON：139.788572

高さ

54.9M

飛行姿勢とレーダー機能：
機体の飛行姿勢は、円形のアイコンで示されます。
a. 青い矢印は、機体の進行方向を示します。
b. 灰色エリアと青色エリアの割合は、機体のピッチを示します。
c. 灰色エリアの水平レベルは、機体のロール角を示します。
フライトパラメーター
速度：機体の飛行速度
緯度と経度：機体の現在位置を定義する 2 つの値。
高度：離陸地点からの垂直距離。
北： N は、iPad の位置を基準として北を示します。この北は地図上の北とは関係ありません。
4. 初期設定として保存
：タップして、設定値をデフォルトとして保存します。今後作成されるミッションでは、これ
らの設定が使用されます。

5. 保存
：タップして現在の設定を保存します。
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カメラビュー
1
Phantom 4

10

GPS

2

100

シャッター

30

100%

88% (17.38 V)

Phantom 4カメラ
自動ISO

3

18:20

F#

2.8

EV

0.0

WB

オート

SD

通常

容量

AF／MF

590

AE

4
5

6

13

12

7
30.0M

8
11

9

10
N

速度

0.1M／秒

LAT：35.635709

LON：139.788572

高さ

54.9M

1. カメラのパラメーター
カメラの設定パラメーターと microSD カードの容量が表示されます。
自動ISO

100

シャッター

30

F#

2.8

EV

WB

0.0 オート

SD

通常

容量

590

2. フォーカス／測光ボタン
／ ：タップしてフォーカスモードと測光モードを切り替えます。タップしてフォーカスま

たは測光する被写体を選択します。オートフォーカスを有効にした後は、機体とカメラのステー
タスに従ってオートフォーカスの連続処理が自動的に開始されます。

3. オートフォーカス／マニュアルフォーカス
AF ／ MF：タップしてオートフォーカスとマニュアルフォーカスを切り替えます。オートフォー
カスを使用している場合は、画面上の対象物をタップして焦点を合わせます。マニュアルフォー
カスを使用している場合は、焦点距離スライダーをスライドして焦点を合わせます。
4. オート露出ロック／ロック解除
AE ／ AE：タップして、
露出値をロックします。ロックを解除するにはもう一度タップします。
5. 焦点距離スライダー
マニュアルフォーカスを使用している場合は、このスライダーをスライドして焦点を合わせます。

6. 写真／ビデオの切り替え
：タップして静止画撮影モードと動画録画モードを切り替えます。
© 2017 DJI All Rights Reserved.
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7. 撮影／録画ボタン
／

：タップして、写真を撮影するかビデオを録画します。ビデオ録画のときは、カメラで録

画している時間を示すタイムコードがボタンの下に表示されます。または、送信機のシャッター
ボタンまたはビデオ録画ボタンを押すこともできます。
8. カメラの設定

：タップして、ISO、シャッター速度、カメラの F 値と露出値、撮影モード、画像サイズ、画

像形式、ホワイトバランス、AF アシスタント、MF アシスタント、グリッドを設定します。
9. プレビューの表示入力選択

：DJI ジンバル、カメラ、または他の HDMI ／ AV カメラを搭載した DJI A3 または Matrice

600 シリーズを使用している場合は、このアイコンをタップして、プレビューの表示入力選択お
よびソース間の帯域幅比を設定します。
10. 地図

マップをタップすると、メインインターフェイスに戻ります。左上のアイコンをタップすると、
マップが最小化されます。

11. ホームポイントの設定ボタン

：タップして、機体現在位置またはタブレット現在位置をホームポイントとして設定します。

12. スマート RTH

：タップして、自動帰還（RTH）機能を開始します。機体は最後に記録されたホームポイン

トに戻り、着陸してモーターを停止します。RTH 高度を設定するには、アイコンの下のテキストを
タップします。
13. 自動離陸／着陸
／

：タップして自動離陸／着陸を開始します。

バーチャルフェンス

最大速度
5.0M／秒
最大高度
50.0M
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1. 最大速度
機 体 の 制 限 速 度。 デ フ ォ ル ト は 5m/ 秒 で す。
1 〜 12m/ 秒の範囲で設定できます。
2. 最大飛行高度
機 体 の 高 度 上 限。 デ フ ォ ル ト は 50m で す。
2 〜 150m の範囲で設定できます。

DJI GS PRO ユーザーマニュアル

フォトマップ／計測撮影
フォトマップ、計測撮影領域モード、および計測撮影建物モードの設定は類似しています。特に指
定しない限り、以下の説明は、3 つのすべてのミッション タイプに適用されます。
コース：撮影が必要な飛行経路は、計測撮影ミッションではコースと呼ばれます。
飛行経路の表示
有効になっている場合、生成された飛行経路を表示します。無効になっている場合、経路は
表示されません。
基本
高度な設定

基本
カメラモデル

Phantom 4カメラ

カメラ方向

コースと平行

撮影モード

等距離間隔インターバル撮影

飛行経路生成モード
速度

高度

2.5M／S

93.3M

スキャンモード
撮影間隔

解像度

2.0秒

高度な設定

基本
カメラモデル

Phantom 4カメラ

飛行経路生成モード
撮影モード
速度

飛行半径

バーティカルモード

等距離間隔インターバル撮影

2.5M／S

146.1M

解像度

2.9CM／PX

4.0CM／PX
建物半径
78.3M
最低高度

フォトマップ／計測撮影領域モード

50.0M

最大高度

118.2M

計測撮影建物モード

1. カメラモデル
最適な飛行経路を計算するには、必ず使用するカメラとレンズに従ってパラメーターを設定しま
す。
固定レンズ：DJI Phantom 3 シリーズ、Phantom 4 シリーズ、Mavic Pro、Zenmuse X3、および
Zenmuse X4S カメラが含まれます。機体が接続されていると、アプリが対応するカメラを選択
します。
可変レンズ（Zenmuse X5 ／ Zenmuse X5R ／ Zenmuse X5S ／ Zenmuse Z3）：タップして、使
用するレンズまたはズームレベルに応じてパラメーターを入力および設定し、
［カメラを追加］を
タップします。
カスタムカメラ：
［新規カスタムカメラ］をタップして、使用するカメラとレンズに応じてパラメー
ターを設定し（ディストーションが分からない場合は「1」を入力します）、
［カメラを追加］をタッ
プします。
2. カメラ方向（フォトマップおよび計測撮影領域モードの場合のみ）
経路に沿って飛行するときのカメラの方向を選択します。
© 2017 DJI All Rights Reserved.
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コースと平行：カメラはコースと平行になります。つまり、カメラの
パン軸の角度はコースの角度と同じになります。コース上で撮影され
た写真は、図のように順番に並べられます。
コースと垂直：カメラのパン軸はコースに対して垂直になります。コー
ス上で撮影された写真は、図のように順番に並べられます。
3. 撮影モード
ホバリング撮影：アプリが、パラメーターに従って飛行経路とウェイポイントの数を計算します。
ミッションを実行するときには、機体は各ウェイポイントでホバリングして撮影します。このモー
ドでは、撮影安定しますが、撮影に必要な時間が長くなります。また、必要なウェイポイントの
数が多くなり、そのためにさらにミッションの時間が長くなる場合があります。
等距離間隔／等時間間隔で撮影：等距離間隔／等時間間隔の撮影モードでは、機体はコースに沿っ
て飛行している場合、撮影中にホバリングしません。また、ユーザーがシャッター間隔を設定で
きます。飛行速度は、カメラの機能と飛行高度（解像度）の設定に従って自動的に計算されます。
このモードでは、操作が高速になります。ただし、露出時間を短くする必要があります。
間隔が短すぎる場合、短い撮影間隔または機体の最小飛行速度のために、等距離間隔／
等時間間隔は使用できません。このような状況が発生した場合、警告が表示され、機体
はホバリング撮影に自動的に切り替わります。
距離間隔／時間間隔では、フライト・コントローラ・バージョン 3.2.10 以降が必要です。
古いバージョンを使用している場合は、使用できないことを警告するメッセージが表示
されます。ファームウェアの更新後、この撮影モードを使用することができます。現在
のフライトコントローラのバージョンを確認するには、［設定］、［ヘルプ］、［アプリバー
ジョン］の順に選択します。
4. 飛行経路生成モード
フォトマップまたは計測撮影領域モードでは、スキャンモードまたは区域内モードを選択します。
スキャンモード：ラインを 1 つずつスキャンして飛行経路を生成します。凹多角形の場合、
コースがエリアの境界を超えることがあります。
区域内モード：生成される飛行経路のすべての部分が区域内になります。凸多角形の場合、
コースは、スキャンモードで生成されるコースと同じになります。凹多角形の場合、精度を上げ
るためにコースが最適化されるので、飛行経路が交差する場合があります。
計測撮影建物モードでは、バーティカルモードまたはサークルモードを選択します。
バーティカルモード：生成される飛行経路は、垂直経路がコースになった四角形のジグザグな経
路です。コースに沿った撮影が完了すると、機体が次のコースにシフトして撮影を続行します。
サークルモード：生成される飛行経路は、異なる飛行高度の円形の経路になります。各円形の経
路がコースになります。機体は一番上から一番下まで飛行して撮影します。いずれかのコースに
沿った撮影が完了すると、機体がスタート地点で次のコースに下降し、撮影を続行します。
5. 速度
飛行速度は、［ホバリング撮影］でのみ設定できます。速度は、デフォルトで 5m/ 秒に設定され、
1 〜 15m/ 秒の間で設定できます。等距離／等時間間隔では、速度は自動的に計算されるので、
ここでは調整できません。
6. 撮影間隔
タップしたまま保持し、撮影モードが［等距離間隔で撮影］または［等時間間隔で撮影］に設定
されている場合に、シャッター間隔を設定します。エラーメッセージが表示された場合は、画面
の指示に従って対応する設定を調整します。
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7. 飛行高度（フォトマップおよび計測撮影領域モードの場合のみ）
飛行高度または対応する解像度を調整します。デフォルトで 50m に設定され、5 〜 500m 間で設
定できます。
8. 飛行半径と建物半径（計測撮影建物モードのみ）
飛行半径と建物半径または対応する解像度を調整します。最大飛行半径は 500m に設定できます。
最小建物半径は 1m に設定できます。
9. 最低高度と最大高度（計測撮影建物モードのみ）
最低および最大飛行高度を設定します。この範囲で飛行経路が生成されます。1 〜 500m の間で
設定できます。

高度な設定
基本

高度な設定

飛行経路上の画像オーバーラップ率

高度な設定

基本
飛行経路上の画像オーバーラップ率

90 %
飛行経路間の画像オーバーラップ率

90 %
飛行経路間の画像オーバーラップ率

60 %
コースアングル

60 %
ジンバルピッチ制御方法

0°
マージン
0.0M
ジンバルピッチ制御方法

-63.2。
飛行回転方向

反時計回り

ミッション完了時動作

ホバリング

-63.2。
ミッション完了時動作

ホバリング

フォトマップ／計測撮影領域モード

計測撮影建物モード

1. 飛行経路上の画像オーバーラップ率
同じコースに沿って撮影された 2 つの連続する画像のオーバーラップ率です。これは、デフォル
トで 90% に設定され、10 〜 99% の間で設定できます。
2. 飛行経路間の画像オーバーラップ率
2 つの並列コース上の 2 つの画像のオーバーラップ率です。これは、デフォルトで 60% に設定
され、10 〜 99% の間で設定できます。
3. コースアングル（計測撮影領域モードのみ）
コースの角度。東が 0°で反時計回りのときは正の値、時計回りのときは負の値になります。
0 〜 360°の範囲で設定できます。
4. マージン（計測撮影領域モードのみ）
飛行領域を制御するための領域のマージンを拡大（正の値）または縮小（負の値）します。マージン
の範囲は、スキャンモードでは -30 〜 +30m、区域内モードでは -30 〜 0m で設定できます。
© 2017 DJI All Rights Reserved.
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5. ジンバルピッチ制御方法（計測撮影領域モードおよび計測撮影建物モードのみ）
選択したウェイポイントでのジンバルピッチ制御方法。ピッチの角度は、-90 〜 0°の範囲で設定
できます。下向きは -90°で表され、前方は 0°で表されます。
計測撮影 領域モードミッションの場合は、ジンバルピッチ制御方法に従って、飛行経路が機体の
後方に一定の距離だけ移動します。
この距離は、カメラが常に飛行領域の方向を向くように、ジンバルピッチ制御方法を基にして自
動的に計算されます。ピッチの角度が -45°を超えた場合、距離はピッチの角度が -45°に設定さ
れたときの値を維持します。
6. ミッション完了時動作
ミッション完了後の機体の動作。
自動帰還：タップして、RTH 高度を設定します。機体の飛行高度が事前に設定された値よりも高
い場合、ミッション完了時の高度でホームポイントに帰還します。機体の飛行高度が事前に設定
された値よりも低い場合、ミッション完了後に RTH 高度まで上昇してからホームポイントに帰
還します。
ホバリング：機体は、ミッション完了後に最後のウェイポイント上でホバリングします。その後
でユーザーが、機体を直接制御することができます。
自動着陸：機体は、ミッション完了後に最後のウェイポイントで自動的に着陸してモーターを停
止します。
7. 飛行回転方向（計測撮影建物モードのみ）
ミッションを実行するときの建物の周囲の飛行経路。時計回りまたは反時計回りを選択します。
ミッションのウェイポイントを最大 99 まで設定できるので、ウェイポイントが多すぎる場
合、撮影モード、飛行高度、オーバーラップ率をユーザーが調整してウェイポイントの数を
減らすことができます。

ウェイポイント飛行経路指定
すべてのポイント
すべてのポイント
速度

ポイントごとに設定

オート マニュアル
5.0M／秒

高度
50.0M
進行方向
ジンバルピッチ制御方法
コーナリング
ミッション完了時動作
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進行方向に沿う
マニュアル
カーブ
ホバリング

DJI GS PRO ユーザーマニュアル
1. 速度
オート：機体はウェイポイント飛行経路指定ミッション中に一定の速度で飛行します。スライ
ダーをスライドして 1 〜 15m/ 秒の間で飛行速度を設定します。
マニュアル：ウェイポイント飛行経路指定ミッション中の飛行速度は、手動で制御できます。
スライダーをスライドして 1 〜 15m/ 秒の間で最大飛行速度を設定します。
2. 飛行高度
飛行中の機体と離陸地点の間の相対的な高度。1 〜 500m の間で設定できます。
［ポイントごとに
設定］の設定で各ポイントの高度を設定することもできます。
3. 機首方向
進行方向に沿う：機体のノーズが常に次の 2 つのウェイポイントの方向を向きます。
ポイントごとに設定：［ポイントごとに設定］の設定で、各ウェイポイントで機首方向を設定し
ます。
マニュアル：ユーザーが、コントロールスティックを使用して機首方向を手動で制御します。
4. ジンバルピッチ制御方法
マニュアル：ユーザーが、ジンバルダイヤルを使用して、ジンバルピッチを手動で制御します。
ポイントごとに設定：［ポイントごとに設定］の設定で、各ウェイポイントでジンバルピッチ制
御方法を設定します。
5. コーナリング
ストレート：機体はウェイポイントまで飛行し、ウェイポイントアクションを実行します。ウェ
イポイントアクションがウェイポイントで設定されていない場合、機体はウェイポイントで停止
し、方向を調整して次のウェイポイントまで飛行します。
カーブ：機体は、ウェイポイントを通過するときにスムーズにカーブして飛行します。
［ポイン
トごとに設定］設定で、各ウェイポイントの［コーナリング半径］を設定します。ただし、
［コー
ナリング］が［カーブ］に設定されている場合は、ウェイポイントアクションが無効になります。
6. ミッション完了時動作
ミッション完了後の機体の動作。
自動帰還：タップして、RTH 高度を設定します。機体の飛行高度が事前に設定された値よりも高
い場合、ミッション完了時の高度でホームポイントに帰還します。機体の飛行高度が事前に設定
された値よりも低い場合、ミッション完了後に RTH 高度まで上昇してからホームポイントに帰
還します。
ホバリング：機体は、ミッション完了後に最後のウェイポイント上でホバリングします。ユーザー
は、その後機体を直接制御することができます。
自動着陸：機体は、ミッション完了後に最後のウェイポイントで自動的に着陸してモーターを停
止します。

© 2017 DJI All Rights Reserved.
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ポイントごとに設定
すべてのポイント
高度

ポイントごとに設定

有効

無効
50.0M

進行方向
0

。

機体回転方向
時計回り

反時計回り

オート

ジンバルピッチ制御方法
0

。

コーナリング半径
3.0M
ウェイポイントアクション

なし

ウェイポイントを設定し（選択すると青色に変わります）、ウェイポイントのパラメーターを設定し
ます。前のウェイポイントまたは次のウェイポイントに切り替えるには、［ポイントごとに設定］の
横にある［ ］または［ ］をタップします。
1. 飛行高度
無効になっている場合、高度は［すべてのポイント］の設定に従って設定されます。有効になっ
ている場合、各ウェイポイントの高度を個別に設定できます。高度は、1 〜 500 ｍの間で設定で
きます。機体は、各ウェイポイントの値に従って飛行中に自動的に昇降します。
2. 機首方向
このオプションは、［すべてのポイント］の設定で、［機首方向］が［ポイントごとに設定］に設
定されている場合にのみ使用できます。北が 0°で、正の値は時計回りを示します。使用可能な範
囲は -180 〜 180°です。
3. 機体回転方向
次のウェイポイントに飛行するときの機体回転方向。このオプションは、［すべてのポイント］
の設定で、
［機首方向］が［ポイントごとに設定］に設定されている場合にのみ使用できます。［時
計回り］、［反時計回り］、［自動判定］から選択します。
4. ジンバルピッチ制御方法
選択したウェイポイントでのジンバルピッチ制御方法。このオプションは、［すべてのポイント］
の設定で、［ジンバルピッチ制御方法］が［ポイントごとに設定］に設定されている場合にのみ
使用できます。ピッチの角度は、-90 〜 0°の範囲で設定できます。下向きは -90°で表され、前方
は 0°で表されます。2 つの連続するウェイポイントで値が異なる場合、ジンバルは、次のウェイ
ポイントで事前に設定された角度まで徐々に傾斜します。
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5. コーナリング半径
ウェイポイントを通過して飛行するときの機体のコーナリング半径です。このオプションは、
［す
べてのポイント］の設定で、［コーナリング］が［カーブ］に設定されている場合にのみ使用で
きます。［コーナリング半径］設定は、スタート地点およびエンド地点では使用できません。
6. ウェイポイントアクション
タップして入力します。最大 15 個のアクションを追加できます。アクションを削除し、それらを
並べ替えるか他のウェイポイントにコピーします。
アクションを追加：タップして追加します。並べ替えを行わない限り、アクションは追加した順
序で実行されます。
a. ホバリング：機体は現在の位置でホバリングします。タップして、ホバリング時間を設定し
ます。
b. 写真を撮影：ウェイポイントに到着したときに撮影します。カメラが録画しているときは［写
真を撮影］を追加することはできません。
c. ビデオ録画開始：ウェイポイントに到着したときに録画を開始します。カメラが既に録画し
ているときは［ビデオ録画開始］を追加することはできません。
d. ビデオ録画停止：ウェイポイントに到着したときに録画を停止します。カメラが録画してい
ないときは［ビデオ録画停止］を追加することはできません。
e. 機体回転角度設定：ウェイポイントに到着したときに機首方向を調整します。タップして回
転角度を設定します。北が 0°です。負の値は時計回りを表し、範囲は -180 〜 180°です。
f. ジンバルピッチ設定：ウェイポイントに到着したときにジンバルピッチの角度を調整します。
ピッチの角度は、-90 〜 0°の範囲で設定できます。下向きは -90°で表され、前方は 0°で表さ
れます。［ジンバルピッチ制御方法］が［ポイントごとに設定］の値に設定されている場合、
機体は定義されたジンバルピッチ制御方法でウェイポイントまで飛行し、その後現在のウェ
イポイントのウェイポイントアクションを追加するときに定義された［ジンバルピッチ設定］
に従って調整されます。
アクションの削除：アクションリストで目的のアクションを左にスライドさせてから、
［削除］を
タップします。
並べ替え：タップして入力します。目的のアクションをタップしたまま保持し、目的の位置にド
ラッグして放します。すべてのアクションを目的の位置に移動したら、［並べ替え完了］をタッ
プします。
アクションを他のポイントにコピー：タップして、すべてのアクションを他のすべてのウェイポ
イントにコピーします。

フォトマップ

フォトマップミッションが完了したときに、ユーザーが GS Pro に画像をインポートして 2D マップを
合成することができます。合成の結果に校正を適用することもできます。

写真のインポート
ミッションの後に、機体からの写真のダウンロードを求めるメッセージウィンドウが GS Pro に表
示されます。
［素材］タグの下に、現在のフライトの写真セットの新しい素材項目も生成されます。メッ
セージウィンドウが表示されない場合は、以下の手順に従って写真をインポートしてください。
1. ナビゲーション ウィンドウで［素材］タグをタップします。対応するフォトマップミッション
と同じ名前が付けられた写真素材が表示されます。
2. 目的のミッションの右側にある アイコンをタップし、iPad の［フォトライブラリから選択］
および［機体からダウンロード］から写真のソースを選択します。
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a. iPad の［フォトライブラリから選択］を選択する場合は、機体の microSD カードから iPad
の「Photos」に写真をインポートするために、Lightning - SD カード・カメラ・リーダーが
必要です。次に、GS Pro で［フォトライブラリから選択］をタップすると、現在のミッション
に一致する写真が表示されます。ユーザーは、一部の写真またはすべての写真を選択して、
［インポート］をタップすることができます。
b. ［機体からダウンロード］を選択した場合は、機体が送信機に接続されていることを確認して
ください。GS Pro は、対応する航空写真を自動的にダウンロードします。機体の microSD カー
ドに、このフライト中に撮影されたすべての画像が含まれていることを確認してください。
含まれていない場合は、正常にインポートできません。
機体からの写真のダウンロードには時間がかかるので、多数の写真を iPad にダウンロー
ドする場合は、Lightning - SD カードカメラリーダーを使用することをお勧めします。
3. 写真をインポートした後で、更新がある場合は、ミッションを左にスワイプし、
［インポート］を
タップして、写真のソースを再び選択します。この操作は手順 2 と同じです。

マップの合成
1. ［素材］タグで目的のミッションをタップし、編集ページに移動します。
ミッション6
撮影間隔

カメラ
Phantom 4カメラ
すべて

静止画

F：-1.2M／秒-0.7M
高

中

19／24
低

折りたたみ／ 展開：タップして、編集ページを折りたたむか展開します。

素材名：右のボタンをタップして名前を編集します。
カメラ：使用しているカメラモデルを表示します。
撮影間隔：F は、同じコース上で撮影される 2 枚の連続する写真の間隔を示し、S は 2 つの

Mission 6

平行なコース上の 2 枚の写真の間隔を示します。間隔は、選択した写真の数によって異なります。
写真数：選択した写真またはすべての写真の数を表示します。

すべて / 高 / 中 / 低：マップの合成に使用した写真の数を選択します（写真の数の 4 つのオプション
が多いものから順番に表示されます）。選択する写真の数が多いほど、合成マップは正確になり
ますが、使用するシステムリソースも増加します。GS Pro は、さまざまなオプションに従って
対応する写真を自動的に選択します。ユーザーが［写真プレビュー］セクションで必要な写真を
手動で選択することもできます。
写真のプレビューと選択：写真をクリックして全画面に表示し、右上にある円をクリックして、
写真を選択または選択解除します。
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2. 各写真を撮影したときの座標がマップビューに表示されます。黄色の点は対応する写真が選択さ
れていることを示し、白い点は選択されていないことを示します。
3. 写真を選択した後で、右上にある合成ボタンをタップし、合成が完了するまで待ちます。合成を
途中でキャンセルした場合、ボタンをもう一度タップした後で最初から開始されます。
4. 合成後に［マップ］タグに赤い点が表示されます。タグをタップして、各フォトマップミッション
と同じ名前のフォルダーを見つけます。タップして、それらを折りたたんだり展開したりします。

マップの管理
1. ［マップ］タグのフォトマップリストで、マップをタップすると、対応する合成結果が画面に表
示されます。
2. 左にスワイプして、マップの校正、ピン、または削除を実行します。校正済みのマップには校正
オプションが表示されないことに注意してください。マップ合成を校正するには［校正］を選択
します。詳細については、「マップの校正」を参照してください。
3. リストのマップをタップしたまま保持すると、複数のマップをピンまたは削除するための複数選
択モードに移行します。
4. マップがピン留めされていると、［マップ］タグでマップを表示するときに、常にこれらのマッ
プが画面に表示されます。他のインターフェイスでは、画面の右側にある 2D スイッチを使用し
て表示の有効／無効を切り替えます。

マップの校正
撮影中の機体の位置の違いおよび写真品質のために、機体の写真によって合成されたフォトマップ
とその実際の位置の間にオフセットがあります。参照点として 3 つ以上の参照点を選択し、GS Pro
でのマップ校正のためにその正確な座標を取得します。
1. フォトマップリストで、目的のマップを左にスワイプし、［校正］をタップして、［校正］ページ
に移動します。
合成1
コントロールポイント1
コントロールポイント2
コントロールポイント3

オフセット

西1.5m
参考

LAT

22.540062

LON

113.951940

北1.0m
校正点
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合成1

合成1

折りたたみ／ 展開：タップして、編集ページを折りたたむか展開します。

コントロールポイント1

マップ名：右のボタンをタップして名前を編集します。
基準点ペアリスト：参照点と校正点を含む追加された基準点ペアを表示します。タッ
プして選択します。
コントロールポイント3
オフセット：選択した校正点と参照点の間のオフセットを表示します。たとえば、「西 1.5m、
コントロールポイント1
Composition 1
コントロールポイント2
Control Point 1

合成1
コントロールポイント2
コントロールポイント3
コントロールポイント1
コントロールポイント2
コントロールポイント3

北 1.0m」は、校正点が参照点から西に 1.5m、北に 1.0m 離れていることを示します。
参照点／校正点：タップして、点のペアの参照点または校正点を選択し、下の編
集セクションで値を変更するか点を削除します。
偏移
偏西 1.5m
偏北 1.0m
Reference

オフセット

偏移

LAT
LON

Correction

西1.5m

参考

北1.0m

校正点

22.540062
偏西
1.5m
参考点
113.951940

参考点
纬度
纬度

经度

经度

2.

3.
4.
5.
6.

7.
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偏北 1.0m
校正点
校正点

22.540062

経度／緯度：選択した点の経度と緯度を表示します。テキストボックスまたは矢印キーをタップ
22.540062
113.951940
して値を調整します。
113.951940
削除：タップして、選択した参照点または校正点を削除します。
機体：タップして、選択した参照点に対応する校正点の位置として機体の現在位置を設定しま
す。この機能を使用するときは、機体が GS Pro に接続されていることを確認します。
マップをタップすると、校正用の点のペアが自動的に生成されます。すべての点のペアがリスト
に順番に表示されます。マップ上の黄色の点は各参照点のマップ上の位置に対応する参照点です。
青い点は、参照点に対応する実際の位置である校正点です。
マップ上で点をドラッグして位置を変更します。マップ上の点をタップして選択すると、点が明
るくなります。次に、編集セクションで編集します。
3 つ以上の校正点のペアを追加した後で、右上にある［校正］ボタンをタップして校正を開始し
ます。
校正が完了すると、画面に校正済みのマップが表示されます。
再校正が必要な場合は、右上にあるリセットボタンをタップします。マップをタップすると、元
のマップに戻ります。
左上の戻るボタンをタップし、［保存］をタップして、現在の校正を保存します。
保存された場合はマップリストに校正済みのマップがあります。左にスワイプするか、タップし
たまま保持してピン留めするか、削除します。
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