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新機能・変更点

LPS

LPS：一般  プロジェクト・ウィンドウでグラフィックによる画像選択方法を向上させました。画像のフ

ットプリントを囲むようにドラッグすると、画像を選択ができます。画像グループから 1

つの画像を選択／選択解除することができます。また、グループが既に選択されてい

る場合、SHIFT キーを押したまま、ドラッグすることで、画像を追加選択することがで

きます。[LPS-4142]

 「Apply to all active Frames」オプションを使用して、異なる解像度のカメラからの画

像に、異なる解像度を適用できます。セルアレイ中の画像を Active に設定し、Frame

Editor ダイアログの Interior Orientation タブにあるオプションをクリックします。[LPS-
4341]

 クリック＆ドラッグで、active/inactive に切り替えたい画像グループを選択し、ハイライ

トされている Active カラムのいずれかをクリックすることで、ハイライトされた全ての

画像を active/inactive のどちらかに切り替える機能が追加されました。[LPS-4349]

OrthoProcess  特定シェイプファイルの境界線にオルソ画像を出力する機能を追加しました。[LPS-
1676]

 OrthoResampling ダイアログを使用して、単一画像または複数画像のための Cell

X/Y フィールドを編集できます。[LPS-2544]

Photo Imp/Exp  MATCH-AT フォーマットによる ULTRACAM カメラ情報のインポートが、新たにサポ

ートされました。[LPS-2383]

 複数ファイルを同時に attach する機能が追加されました。[LPS-4493]

SPM  オルソ画像がロードできるように SPM を更新し、水平レファレンス

情報を不要にしました。[LPS-4389]

Terrian Editor  インアクティブ、オフラインまたは未解決の画像をビューから隠す機能が追加されまし

た。[LPS-4093]

 画像フォルダから Display Criteria にアクセスできる右クリックオプションが追加され

ました。[LPS-4252]



Bunkyo Green Court, 17F | 2-28-8 Honkomagome | Bunkyo-ku, Tokyo | 113-6591 JAPAN

既知の問題点 5

既知の問題点

LPS
APM  タイルドアプローチからデータにアクセスする APM や ATE などの多くのプロセスに

おいて、ストリップド TIFF に関する既知のパフォーマンス問題が存在します。ユーザ

ーは、LPS のベスト・パフォーマンスを得るために、ストリップド TIFF をタイルド TIFF

に変換することをお推奨します。[LPS-3536]

 LPS の APM と Automatic Terrain Extraction は、各画像にすべてのピラミッド階層

があることを要求します。画像ピラミッドが IMAGINE で生成されている場合、最初と

2 番目のピラミッドレイヤーがスキップされていることがあります。すると APM は、元

のピラミッドレイヤーを削除して新しいピラミッドの再計算を試みます。書き込み許可

がない、あるいは他のアプリケーションがピラミッドを使用している場合は、「Cannot

destroy layer」などのエラー・メッセージが表示されます。[LPS-92]

ATE  グローバル DTM は、通常 25ｍの垂直精度により大部分の地球の正確な地形を反

映しています。ただし、精度は保障されたものではなく、地域によっては精度が落ちる

場合があります。そのため、Terrain Editor を使用して視覚的に地形範囲を調べ、

Advanced Properties の下にある Area Selection ダイアログの Z Search Range プ

ロパティの最低値・最高値を更新する必要があります。

Export to KML 機能を使用して、Google Earth の画像を見ることができます。画像か

ら最低標高範囲・最高標高範囲を見つけ、算出範囲の質を評価します。[LPS-1628]

Block Triangulation  2 つの画像上の測量点間に作られた実際の光線収束角度（ray convergence

angle）が、Preferences の「Raster Processing」カテゴリーで設定された閾値より小

さく、この 2 つの光線が実際に同一（同一の親ストリップ画像から）でなければ、三角

測量収束問題にぶつかる場合があります。これを解決するには、当該の点を取り除く

か、または閾値を下げてください。[LPS-2227]

LPS：概要  古いブロックファイルを取り込んだ時、最初の exterior orientation が赤くセルアレイ

に表示されたら、Edit -> Frame Editor.. -> OK を選択します。これにより、全画像が

再計算され、EO ステータスが正確に反映されます。[LPS-258]

 LPS はこらから、RPC 精製（refinement）において 2 次以上の多項式をサポートしま

せん。高次の多項式がより良い結果を算出するわけではないからです。[LPS-704]
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OrthoProcess  ある DEM を標高ソースとして選択した際、予期せずに Orthorectification ダイアログ

が終了する場合、DEM が壊れたプロジェクション情報をデフォルト・データ・ディレクト

リに保持している可能性があります。DEM を修正するには、Image Command ツー

ルを使用し既存のプロジェクションを削除し、次に、Change Projection Options ダイ

アログを使用して正確なプロジェクション情報を指定します。[LPS-2001]

SensorModels  一部の EROS データは、PASS ファイル、画像ファイルおよび TQR ファイルにおい

て不整合な画像高度情報を含んでいます。TQR レコード数は、PASS ファイルに定

義された画像高以下であることは予想されていません。PASS ファイル内の高度が大

き過ぎる場合、メッセージが表示されます。これを回避するには、PASS ファイルの高

度がラスター画像ファイルの高度と等しくなるように、手動で編集します。[LPS-2119]

Terrain Editor  混合センサーブロックファイルと共に、TE のエピポーラ－修正は画像校正からの平

均高度を使用します。グローバル DEM で校正された画像は、通常正確な平均高度

は持たないため、間違ったエピポーラ－地形になる場合があります。修正するには、

DEM または画像領域を正しく表わす平均高度を指す定数値を用いて、その画像を再

校正します。[LPS-3531]

 高密度ポイントの DEM にブレイクラインをインポートする場合、一部のブレイクライン

はインポートされないことがあります。インポートされなかったブレイクライン数を知ら

せるメッセージが表示されます。

回避法は、TEに取り込む前に、Terrain Prep Tool上でDTMとブレイクラインをマー

ジさせることです。


