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Discover.
Discover 3D.
MapInfo® Proの地理空間機能を拡張し、天然資源
業界に特化した地理情報システムアプリケーション

製品の概要

Discover は、地球科学用に特化して設計されたデスクトップ型のGIS（地理情報システム）です。地球
科学用空間データの効果的な編集、ビジュアライズ、分析、マッピングに必要な包括的なGIS ツール
ボックスを提供します。
また、Discover  3D は、MapInfo® Professional/Discover に対する3D 拡張機能を提供するプラグイン
で、MapInfo Professional のデータセットを、リッチで直感的な 3D 環境に容易に移行できます。
Discover/Discover 3D をMapInfo Professional と併用することにより、GIS と専門的な採掘計画システ

ムとの間のギャップを効果的に埋め、世界中の地質学者、エンジニア、探査チーム、水文学者、環
境科学者に最適なGIS アプリケーションとして活用することができます。

データの価値を最大化する
天然資源を対象とする企業は、天然資源を正しく特定、評価、開発するために、他のどの業界にも
増して技術データの活用が必要です。ビジネスに不可欠なこのデータの取得には膨大な費用がか
かるため、適切なソフトウェアを使用して費用対効果を最大化することが求められます。

Discoverは、複数のソースからのデータを統合された地理空間環境に集約し、強力でありながら使
いやすい最先端の分析ツールを専門家に提供することで、高い費用対効果を実現します。

統合された 3D 環境
Discover 3D では、データセットに対する視点を発展させ、2 次元環境には表れない微細な 3D トレン
ドや空間関係を認識することができます。MapInfo Professional で運用する地球化学、岩石学、地球
物理学、水文学、地質工学のデータセットが、動的な 3D 環境で統合、ビジュアライズ、調査、モデル
化することができます。また、これを他の採掘アプリケーションや 3D アプリケーションからのデータ
で強化できます。Discover 3D は、ベクトルファイルからボクセル (ブロック) モデルまで、業界で使わ
れる多様な 3D 形式を直接サポートします。

帯水層の動向、鉱化作用の構造規制、地質工学的な検討の調査などに対して、多様なデータセット
を用いたDiscover 3Dの正確で有益な 3D 情報を活用すれば、確信を持って解釈を行い、モデル化す
ることができ、異なる理論や構想をすばやくビジュアライズして検証することができます。

User’s Voice

「MapInfo Pro と Discover Suites には、

わが社が必要とする機能がすべて備
わっています。」

「かつては数時間、あるいは数日もか
かっていた業務が、今や数分や

数時間で片付いてしまいます。」

Joel Briones氏

GIS & Data Manager,

Clarity Mineral Services

ロケーション インテリジェンス
エンタープライズロケーションインテリジェンス
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直感的で高機能な３D環境において、
Mapinfo Professionalのデータを容易に視覚化します。航空写真、地形モデル、ボーリ

ングデータ、地球化学試料採取などのデータを重ね合わせ、説得力のありストーリー
を提示することができます。
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Discoverは鉱物資源の探索を行うのに不可欠なGISツールボックスです。
－鉱床の評価および用地の取得を行う段階から、
詳細な探査のための掘削計画および鉱化作用のモデリングまでカバーします。

Discover は、地球化学、地球物理学、水文学、気象学、地形学、化学、

環境調査などのデータの補間、コンターマップの作成、分析に用いられ
る、包括的な一連の表面グリッド化ツールを提供します。
上: LIDAR による大陸規模の高解像度地形データの補間と操作
左下: 貯水池および水路を分析するための豊富な機能
右下: 高度なグリッドフィルタ技術

天然資源向けGISのワンストップショップ
Discover は、画像データの修正と再投影、バッチECWのインポート、ベクトルデータの
インポートと変換（GPS ExchangeとGoogle Earthフォーマット間など）、データベースの
接続性（DataShedやAcQuire）など高度な機能を含め、100以上の業界標準のデー
タ形式に対応することにより、MapInfo Professionalのデータ処理能力を向上させま
す。

掘削プログラムと空間データセットの統合
Discover を使えば、MapInfo Professional 上でボアホール、ドリルホール、トレンチを
すべて正確に視覚化して分析することができます。情報ログ、平面図、断面図を容易
にすばやく生成し、新たに掘削が行われた場合はそれら全体を難なく更新することが
できます。
すべてのデータの実際の空間的コンテキストが維持されるため、地質や表土のマッピ
ング、3 次元のワイヤフレームおよびブロックモデル、補間済みの地球化学図といっ
た、他のGISデータセットのほか、地形や坑道モデルのオーバーレイや挿入が可能で
す。

DISCOVER DATA SHEET

Discover の Drillholeモジュールには豊富な機能が装備さ

れており、ボアホール、ドリルホール、トレンチの視覚化と
詳細分析をMapInfo Professional 上で行うことができます。

生産性を向上する各種ツール
Discover は、MapInfo Professional ユーザの操作性を高める豊富なツールと、地球
科学者のための多様な専門ユーティリティを備え、複雑なタスクと繰り返しのタスクの
両方を容易に実行することができます。
Discover は、デジタル化されたラインから地質学的なポリゴンを自動的に作成する
ツールや、データ取得中にオンザフライで行われるフィールド検証、ユーザ定義のオブ
ジェクトスタイルライブラリなどによって、作業を支援します。
Discover ツールは作業の生産性を飛躍的に高めるもので、一度使うと手放せなく
なってしまうことでしょう。

導入のメリット

• 地球化学、地質学、環境、地球物理学、
掘削などの各種データと地図データを
同一環境でシームレスに統合

• 経時的、空間統計的、視覚的な空間ト
レンドの識別とデータ標準化に関する
豊富な分析機能

• ドリルホールの横断面図の作成と分析

• 大容量のグリッド対応を含む、高度な
グリッド補間機能

• 生産性を飛躍的に高めるツールを
MapInfo Proに提供

Discover. Discover 3D
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強力なモデル化機能
Discover 3D は単なる 3D 視覚化ツールにとどまらず、強力な一連のモデル化ツール

を提供します。これらのツールによって、トレンド補間、鉱化シナリオの検証、岩相境
界の可視化、構造的拡張を支援します。モデル化機能には、タイライン制御によるワ
イヤフレーム作成、押出のグリッド表面補間に加え、逆距離加重法やクリギングなど
の手法によるブロック (ボクセル) のモデル化などがあります。

2 次元から 3 次元への相互運用性と分析を簡単に実現
断面図では理解が十分にできないドリルホールやトレンチをDiscover3Dで表現するこ
とによって、新たな可能性を実感できます。
数回のマウスクリックで、Discoverのドリルホールプロジェクトを Discover 3Dで容易に
表現できます。断面図で使用した凡例の表現のまま、ドリルホールやトレンチがすばやく
レンダリングされます。さらに、このデータを直接3Dとして正確に解釈、デジタル化、モ
デル化できます。

３D データのデジタル化と解釈を容易に実現
ビジュアライズのメリットは理解しつつも、本当に必要なのは3Dデータの解釈と考え
る場合もあるでしょう。Discover 3Dでは、正確な解釈とデジタル化を 3D で直接行うこ
とができます。ドリルホールなどの 3D データセットに加え、フリー形式の描画が正確

に捉えられます。ポイント、折れ線、ポリゴン、サーフェスを作成し、それらのオブジェ
クトを編集、結合、切断、操作して、ターゲットと岩相境界を表現することができます。
続いてこれらのオブジェクトを基に、より高度なモデリング手法を適用できます。

資源採掘者、技術者、水文学者などの幅広い分野のユーザーに、 3D
ビジュアライズとモデリングの広範な機能を提供することで、保有する
データの価値を高めます。

DISCOVER ３D DATA SHEET

Discover 3D の機能を通じて、大量かつ多様なデータセット間の

３次元上での関係を詳しく評価することができます。２次元環境
では捉えることのできない傾向、異常、関連を明らかにすること
ができます。

Discover 3D の強力なモデル化ツールによってデータセットの価

値を最大限に引き出し、解釈を裏付けたり、インフラを視覚化し
たり、鉱化拡張の可能性を明らかにしたりすることができます。

導入のメリット

• ベクトル、ラスター、グリッドデータはも
ちろん、掘削孔プロジェクトまで
MapInfo Proのデータを3D環境に容易
に移行する環境をサポート

• 正確な 3Dデジタイズ

• ワイヤフレーム作成、押出からブロッ
ク/ボクセル補間に至るまで、パワフル
なモデリング手法

• リアルタイムなドリルホールのプランニ
ング

• 無料の Discover 3D Viewer により、3D
環境の共有が可能

• 動的なデータコンテンツによる見栄え
のよい動画の作成
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プロフェッショナルなマップの作成
Discover を使用すれば、プロフェッショナルなマップを容易に作成できます。望む
ページサイズに対して
縮尺とサイズが正確なレイアウトが自動的に生成され、タイトルブロック、スケール
バー、マップグリッドが配置できます。領域を網羅する一連のマップ群から、複数の
マップレイアウトを一括で作成および印刷し、ロケーションインデックスを自動生成
します。

その他の重要なポイント

動作環境

Discover 2016 64bit には以下のライセンス
が含まれています。

• MapInfo Pro Advanced 
• MapInfo プレミアムサービス
• MapInfo Discover 2016
• MapInfo Discover 3D 2016（オプション）

サポートOS

•  Windows 10 （64ビット）
•  Windows 8.1 （64ビット）
•  Windows 8 （64ビット）
•  Windows 7 （64ビット）

テクニカルサポート

地球科学分野における高いノウハウを持
つ
株式会社NTTデータCCSによる日本国内向
けのテクニカルサポートを提供します。
本製品は英語版の提供となりますが、

テクニカルサポートをご利用いただくことで
安心して導入することができます。

効果的な３Dプレゼンテーションの作成と共有
3D 環境とその解釈をほかのユーザーと共有したい場合があります。
Discover 3D のセッションは、無料のDiscover 3D Viewer を使用することで、だれ
でも参照することが
でき、チームやクライアント全員がプロジェクトの全体的な状況を３Dモデルを視覚
化して、容易に把握することができます。
さらに動的なデータコンテンツで構成される見栄えのよい動画を作成することも可
能です。株主や経営者向けのプレゼンや、カンファレンスでの発表で、注目を集め
ることは間違いありません。

直感的なウィザードと幅広い
機能により、プロ並みのマッ
プが容易に作成できます。

２Dと３D環境間のシームレスな切り替えにより、

確実な現状把握、素早いモデル化、正確な検査
や分析をいずれの環境下でも実現できます。

Discover. Discover 3D
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