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https://www.automagi.jp/ 

通信キャリア向けの大規模ユーザシステムや、人工知能技術を活用した通信インフラ企業・建設

不動産企業・物流企業などへのサービスの提供などを担当し実績としています。これら自社開発ノウハウを活

のソリューションの開発・提供をしています。

アカデミー、アイネットについては以下の情報をご覧ください

datacenter.jp/news/news/2019/0529/ 

部営業部 勝亦（かつまた）、原田
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小木曽（おぎそ） 
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全国他自治体への展開が可能なこの

2020年度から本格運用を開始する予定です。

によるドローン操縦での橋梁点検の実施

ドローン操縦者の育成と点検手法の検討、

による画像検知技術を用いたヒビ、錆の分析

での点検映像活用に適した画像保管方法、ストリーミング機能提供

自治体への横展開に加えて、以下の

 

飛行禁止区域外である約

を運営、ドローンの飛行訓練、ドローン実証実験環境を提供

ドローンで最高画質の映像を撮影、業種に応じて効果的なプロモーショ

ン映像を作成。アイネットのDCに安全に保管。
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ライブ中継などへの展開を想定。 

通信キャリア向けの大規模ユーザシステムや、人工知能技術を活用した通信インフラ企業・建設

不動産企業・物流企業などへのサービスの提供などを担当し実績としています。これら自社開発ノウハウを活

のソリューションの開発・提供をしています。

以下の情報をご覧ください

勝亦（かつまた）、原田

 

 

                              

全国他自治体への展開が可能なこの

年度から本格運用を開始する予定です。

によるドローン操縦での橋梁点検の実施 

ドローン操縦者の育成と点検手法の検討、点検用ドローンの貸出

による画像検知技術を用いたヒビ、錆の分析 

での点検映像活用に適した画像保管方法、ストリーミング機能提供

に加えて、以下の

飛行禁止区域外である約 140,000
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ドローンで最高画質の映像を撮影、業種に応じて効果的なプロモーショ

に安全に保管。 

ソリューションを採用したVDI

BIM、CIM、ドローン

クラウドサービスで利用可能。

ドローンで撮影している映像をリアルタイムで配信

ザで閲覧できる仕組みを実証実験中。災害対策、立入禁止区域の監視、

通信キャリア向けの大規模ユーザシステムや、人工知能技術を活用した通信インフラ企業・建設

不動産企業・物流企業などへのサービスの提供などを担当し実績としています。これら自社開発ノウハウを活

のソリューションの開発・提供をしています。 

以下の情報をご覧ください。 

勝亦（かつまた）、原田 

                              

全国他自治体への展開が可能なこの【君津モデル】の

年度から本格運用を開始する予定です。

によるドローン操縦での橋梁点検の実施 

点検用ドローンの貸出

での点検映像活用に適した画像保管方法、ストリーミング機能提供

に加えて、以下のドローン事業戦略を

140,000㎡のフィール

を運営、ドローンの飛行訓練、ドローン実証実験環境を提供。

ドローンで最高画質の映像を撮影、業種に応じて効果的なプロモーショ

 

VDIサービス、アイネ

、ドローン3D測量など

クラウドサービスで利用可能。 

ドローンで撮影している映像をリアルタイムで配信、ユーザーがブラウ

ザで閲覧できる仕組みを実証実験中。災害対策、立入禁止区域の監視、

通信キャリア向けの大規模ユーザシステムや、人工知能技術を活用した通信インフラ企業・建設

不動産企業・物流企業などへのサービスの提供などを担当し実績としています。これら自社開発ノウハウを活
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通信キャリア向けの大規模ユーザシステムや、人工知能技術を活用した通信インフラ企業・建設
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