サーモマップ ®

熱赤外航空写真

湧水調査

河川汽水域の温度分布

冬季早朝。画面中央、周囲より約 3 度高い箇所は湧水地点。

冬季午前。温かい海水と冷たい淡水の混ざり合っている様子が確認できる。

ワンド域の温度分布

堰の温度分布

夏季夕方。閉塞したワンドの温度が高い。

冬季早朝。画面下部が下流。堰で地中に潜った水は温度が高い。

温排水の分布判読

ダム湖の温度分布

冬季午前。工場からの温排水。

冬季早朝。曝気循環装置の影響による低温部が確認できる。

東京ミッドタウン・六本木ヒルズ周辺サーモマップ®
可視画像も同時取得

・工場からの温排水
・遮熱ペイントの塗装前後
・道路への水撒き実験（打ち水大作戦）
・屋上緑化の効果検証
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・河川合流部の混ざり
・河川の湧水地点探査
・果実生産地の霜害調査

スカイマップ ®

ドローン（UAV）

オーダーメイド空中写真（有人ヘリ）
水中のアオサを近赤外調査

Unmanned aerial vehicle

・撮影データの後処理だけでもお引き受けします
・サーモ撮影もドローンで可能です
元データ

近赤外域で反射
恐らく深い

高い値

＝植生有り
反射なし

浅い

低い値

＝植生なし

熱赤外
可視
近赤外

デジカメ画像

近赤外フォルスカラー

NDVI（正規化植生指標）

近赤外域の光は植物の緑に強く反射されます。
部分では NDVI 値が高くなっており、
陸域のみでなく浅い水中での植生の活性度や量の評価が可能でした。

三次元解析（SfM解析）

宍道湖における突発的な水草の把握 (※)

ナラ枯れの分布調査
３種類を同時取得
撮影後は GIS データ化

熱赤外
→熱環境評価へ
近赤外
→ NDVI( 正規化植生指標 )
の算出など植生評価へ

ドローンによるサーモ撮影をこの秋冬シーズン(2016-2017)から始めました。
今まで飛行場から遠く、有人機のサーモ撮影ではコストが合わなかった案件、
範囲が極狭い案件など、ぜひご検討ください。
十数年の実機での実績をもとに、
計画から後作業まで含め、業務目的に最適なサーモマップを作成致します。

成果品
・オルソモザイク
（GISデータ）
・三次元モデル（GISデータ）
・3D pdf

※「低空からの空撮画像を利用した宍道湖の突発的な水草の分布拡大状況把握」Research Abstracts on Spatial Information Science
CSIS DAYS 2012 作野裕司（広島大学），國井秀伸（島根大学）
，渡辺豊（ルーチェサーチ）
より

GIS 技術サービス

ちょっとした GIS 作業・解析、承ります

ArcGIS や LPS (ERDAS IMAGINE) 作業のご案内

よくこんなこと言われます →

LPデータ(表層と地盤の差分)から樹木コンター図を作成した事例

空撮お見積例

・完璧です。これを出したかったのです。2012.12 建設コンサルタント A 様
・きめ細かな対応で助かりました。2013.02 建設コンサルタント K 様
・はっきり言ってめっちゃ安いです。2012.11 某研究所 N 様

&

LPデータからの数値表層モデル(DSM)

⇒

同 数値地盤高モデル(DEM)

DSMとDEMの差分
植生ポリゴン

依頼者

場所

K研究所
S研究所
建設コンサルタント
K大学

海岸
独自保管の空中写真のデジタルアーカイブ化（オルソモザイク化）
山林
地理院所有の空中写真オルソモザイク化及びDSM抽出
市町村 地理院所有の空中写真オルソモザイク化
山林
過去に弊社が撮影した空中写真からDSM抽出

30～50万
30～50万
10万
数万

建設コンサルタント

河川

20～30万

D研究所

市町村 各市町村管理の圃場整備に纏わる古地図のGIS化

30万

建設コンサルタント
建設コンサルタント
建設コンサルタント

河川
河川事務所資料からの河道内地被分類GIS化＆集計
山林部 環境省植生図（紙地図）のシェプファイル化
山林
幼稚園児ハンディGPSログによる里山行動解析

20～30万
数万
10万

建設コンサルタント
建設コンサルタント

市町村 公共GISデータから水域に関するIllustratorレイヤ作成
市町村 ArcGISでのページレイアウト（mxdファイル）作成
・
・
・

10万
数万

解析、
各種 GIS
ださい
く
ご相談

作業内容

費用

河川事務所所有のLPデータ解析

オルソモザイク単価（絶賛 割引価格でサービス中です）
スキャニング解像度

単価（定価）

→

オルソモザイク作業単価
1～20枚までのご発注

20枚以上でのご発注

600dpi

9,500円/枚 →

6,650円/枚 (３割OFF)

4,750円/枚 (半額)

900dpi

11,000円/枚 →

7,700円/枚 (３割OFF)

5,500円/枚 (半額)

1270dpi (20μm)

13,000円/枚 →

9,100円/枚 (３割OFF)

6,500円/枚 (半額)

2540dpi (10μm)

18,000円/枚 →

12,600円/枚 (３割OFF)

9,000円/枚 (半額)

1947

1961

1971

1974

1980

過去からの変遷だって
お手軽に整理できます。
米軍撮影写真 (1947) から
(2007) まで１０世代処理した例

1980

す！
航空写真って高くないんで

1985

1989

1995

2007

拠点空港からの距離、撮影範囲、撮影仕様、後処理の有無等で計上いたします
下記に移動100kmの場合のケースを列挙いたします
※凡そ100km(片道50km)増えるごとに6.5〜10万程度の追加発生いたします
※拠点空港についてはQ＆Aの項目に別途記載しております
○斜め航空写真(単独便)
対象：近い場所に点在の2〜3箇所×2〜3アングル
撮影：ヘリコプター＋デジタル一眼レフカメラ(EOS 5D MarkⅡ)
⇒概算金額20万円
※日時指定等の場合でも追加費用は必要ありません。
○垂直航空写真
範囲：幅2km×延長10km（撮影縮尺：1/10,000、1コースとして）
撮影：固定翼＋航空測量カメラ(RC30等)
成果：オルソモザイク(地上解像度20cm)
⇒概算金額40万円(オルソ化無しの場合は28万)
※デジタル航測カメラの場合は概算金額50万円です。
※固定翼の場合、共同便が前提のため、
日時指定等、単独便には+10〜20万円の費用が必要です。
○垂直航空写真(狭小範囲)
範囲：幅500m×延長1km
撮影：ヘリコプター＋デジタル一眼レフカメラ(EOS 5D MarkⅡ)
成果：オルソモザイク(地上解像度12cm)
⇒概算金額26万円(オルソ化無しの場合は20万)
※日時指定等の場合でも追加費用は必要ありません。
○熱赤外カメラ及びハイビジョン可視画像同時撮影
範囲：幅500m×延長10km
撮影：ヘリコプター＋熱赤外センサ
成果：オルソモザイク
（地上解像度：熱画像2m、ハイビジョン36cm)
⇒概算金額65万円(オルソ化無しの場合は45万)
※日時指定等の場合でも追加費用は必要ありません。
※湧水調査に多い早朝撮影、ヒートアイランド調査に多い夜間撮影には
別途時間外経費が必要となります。

Izumo Airport 2010 October

スカイマップ株式会社
沿革 / 概要

平成09年09月01日

大源商事有限会社 設立

平成13年04月20日

スカイマップ株式会社に商号及び組織変更

資

1,000万円

金

代 表 取 締 役

三田友規

測 量 業 登 録

第(4)-28014号 平成24年3月25日

社

数

4名（内 ヘリコプター操縦士2名 測量士1名）

標

スカイマップ®

登

業務内容

本

員
録

商

サーモマップ®

●

航空機を使用した撮影及び調査

●

写真測量、地上測量等測量業務

●

GIS・リモートセンシングに関連するデータ編集並びに解析

● ドローン(UAV)撮影及び撮影データのオルソ化・三次元化
空中写真撮影、熱赤外撮影(サーモマップ®)、航空レーザー計測/解析
GIS解析、ArcGIS作業、
オルソ幾何補正、写真測量、SfM解析など

http://www.skymap.co.jp/

WEB

skm＠skymap.co.jp

E-mail

〒110-0011 千東京都台東区三ノ輪1-28-2 MH三ノ輪401

関東営業所

TEL/FAX 03-6322-4071
TEL 072-477-3747 FAX 072-457-6981

お問合せ先

本

社

〒596-0046 大 阪 府 岸 和 田 市 藤 井 町 2 - 1 - 1 2
Kurobe River 2014 June

SKYMAP

TokyoTower 2014 August

- 総合パンフレット -

空からのあらゆる情報提供を目指して…リモートセンシング・GIS・GPS をキーワードに
航空撮影からフィールド調査、GIS 解析に至るまで、空間情報サービスを一貫して取り扱っています

