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副題

■１.安全・安心 ■５.公共工事の品質確保・向上 1 3

□２.環境 □６.景観 4 5

■３.情報化 □７.伝統・歴史・文化

■４.コスト縮減・生産性の向上 □８.リサイクル 番号：

■1.省人化 □5.耐久性向上 □9.地球環境への影響抑制 1 2
開発目標 ■2.省力化 ■6.安全性向上 □10.省資源・省エネルギー 3 4
（選択） ■3.経済性向上 ■7.作業環境の向上 ■11.品質の向上 6 7

■4.施工精度向上 □8.周辺環境への影響抑制 □12.リサイクル性向上 番号： 11

従来技術名：

1.経済性 □1.向上（　　％）　■2.同程度　□3.低下（　％）番号： 2
2.工程 ■1.短縮（31％）　□2.同程度　□3.増加（　％）　番号： 1
3.品質・出来型 □1.向上　■2.同程度　□3.低下 番号： 2
4.安全性 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
5.施工性 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
6.環境 □1.向上　■2.同程度　□3.低下 番号： 2
7.その他 □1.　（定義済みの値なし） 番号：

開発体制 番号：

開発会社 販売会社 協会名

会社名： 住所：静岡県浜松市東区天龍川町303-6

技術 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

会社名： 住所：静岡県浜松市中区元城町216-19

営業 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

（概要）

UAV（ドローン）に搭載したレーザスキャナーを用いて、詳細な地形を取得することにより、
詳細な地形解析を行うシステムである。
従来工法：地上型レーザ測量では、現地に立ち入る必要があり危険性を伴う現場では作業員
の安全確保の点で問題があった。また、１回あたりのデータ取得量も限られる。
本システムの特徴：UAV（ドローン）を使うことによって対地高度が50ｍ～150ｍに抑えられ
るため、高密度の点群データの取得が可能である。地形解析の段階では、コンター図や陰影
図を作成することによって、視覚的に分かりやすく地形解析を行うことが可能となった。
適用可能な場所：UAV（ドローン）を使うため、災害現場や土砂災害危険箇所などのように、
立ち入りが困難な場所でも地形の取得が可能である。

営業部 053-455-4619
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□1.工法　□2.機械　□3.材料　□4.製品　■5.その他
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区分

新技術概要説明資料（１／５）

名称 UAVレーザ測量による地形解析システム
収受受付年月日

平成30年7月11日

変更受付年月日

樹木が繁茂した山岳地で、レーザ測量データを用いて地
表面の微地形判読が可能な解析システム

開発年

分類

■1.単独 □2(1)共同研究(民民) □2(2)共同研究(民官) □2(3)共同研究(民学

活用の効果

地上型レーザ測量による地形解析

31

登録番号

株式会社フジヤマ 株式会社フジヤマ

番号：
5

3-13-1.その他／その他

評価（事前・事後）



UAVレーザ測量による地形解析システム 登録No. 1656

（特　徴）

（施工方法）

（施工単価等）

その他（カタログなど）

積算資料等

施工管理基準資料等

自社見積もり

国土交通省公共測量作業規程
UAV を用いた公共測量マニュアル（案）

A-2

①　現地踏査による飛行計画の策定及び飛行に際しての支障条件の確認
②　現地に調整用基準点の設置
③　ＵＡＶレーザ計測
④　データ解析（電子基準点を用いた連続キネマティック測量による航跡解析）
⑤　計測データの計算、検証
⑥　点群データのフィルタリング処理
⑦　数値地形モデルの作成

□1(1).歩掛りあり（標準）　■1(2).歩掛りあり（暫定）　□2.歩掛りなし

積算資料（　有　・　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

新技術概要説明資料（２／５）
新技術名称

（短　所）
・飛行時間が最大15分であるため、一日で計測できる範囲は航空レーザ測量に比べて狭い（10ha/1日）。
・水中部の計測はできない。
・GNSSが観測できない区域では、基線解析が行えないため計測はできない。

（長　所）
・空中写真では判読が不可能であった山岳地において地表面のデータが取得できる。
・航空レーザ測量に比べて低高度での飛行が可能であり、高密度の点群データが取得できる。
・災害現場や土砂災害危険箇所などのように、立ち入りが困難な場所でも地形が取得できる。
・任意位置で縦横断図が作成出来るため、従来の測量に比べて工程の短縮も可能である。
・陰影図のように視覚的に分かりやすい図面の作成が可能である。

掲載刊行物
建設物価（　有　・　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　　　）



登録No. 1656

（適用条件）

（設計上の留意点）

（施工上・使用上の留意点）

（残された課題と今後の開発計画）

（実験等作業状況）

（添付資料）
実験資料等

その他

特　許 □1.有り（番号:　　）□2.出願中　□3.出願予定　■4:無し 番号 4
特許番号

実用新案 □1.有り（番号:　　）□2.出願中　□3.出願予定　■4:無し 番号 4
新案番号

建設技術評価制度番号 民間開発建設技術の審査証明番号

証明年月日 証明年月日

評価・証明
制度等の名称 証明機関

制度等の名称 制度等の名称

制度名、番号 制度名、番号

その他の
制度等に 証明年月日 証明年月日

よる証明
証明機関 証明機関

証明範囲 証明範囲

1）精度管理の手法
・調整用基準点の設置
　計測範囲の面積（km2）を0.25で割った値に１を足した値（少数以下は切り上げ）ただし、最
低4点以上とする。
・コース間重複部における標高値検証
　コース間の重複部の中から平坦かつ植生等の影響が少ない場所での標高値を検証する。各コー
ス、2箇所以上とする。

・精度確認として0.5m 0.5 m0.5mのボックスを設置、中心のX,Y,ZをGNSSまたはTSにより計
測、UAVレーザで計測した値を比較した結果、標準偏差で0.055mの結果を得ることができた。
・山間部においては、平坦な場所が少ないため、今後の計測においても0.5m 0.5m 0.5mのボッ
クスを調整点、検証点として設置し、精度確認を行っていくこととする。

・航空法
・UAV搭載型レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル（案）

第三者による安全確保が必要である。
航空法による飛行禁止区域では国土交通省大臣の承認が必要である。

（適用できる条件）
・風速10ｍ/ｓ以下
・離発着場所として概ね10ｍ 10ｍの平坦地がある箇所（道路でも可能であるが許可が必要）
・有視界による操縦が可能な場所

・竹藪、笹等の地被植物に覆われた地表面では、レーザが地形を捉えることが困難である。
・山間部において、計測範囲の標高差が30ｍ以上である場合は、コースにより飛行高度を変える
等の工夫が必要である。

新技術概要説明資料（３／５）
新技術名称 UAVレーザ測量による地形解析システム

A-3

（適用できない条件）
・雨天時
・風速10ｍ/ｓを超えた場合
・航空法による飛行禁止区域（事前申請により許可を得た場合を除く。）

標定点、検証点
用のボックス

TSによる計測
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登録No. 1656

実績件数 公共機関： 3 民間：

発　注　者 施工時期
静岡県島田土木事務所 H29.12.19

～H30.3.23

静岡県富士農林事務所 H29.12.28
～H30.3.26

東京都小笠原支庁 H29.8.8
～H30.2.28

平成29年度［第29-I1242-02号］（国）
362号県単災害防除に伴う測量・道
路施設点検業務委託（吹付法面老
朽化診断）

平成29年度　農地防災ダム管理事業
大倉川農地防災ダム地区貯水量調
査委託

山岳道路斜面特別点検調査委託
（29小笠原）

施
工
実
績

新技術概要説明資料（４／５）
新技術名称 UAVレーザ測量による地形解析システム

工　事　名 CORINS登録No.
Tecris登録No.
4033201113

Tecris登録No.
4032575074

Tecris登録No.
4031032134



登録No. 1656

数値地形図の作成 陰影図の作成

レーザ計測データ取得 レーザ計測によるカラー点群データ処理

ＵＡＶ飛行前点検 計測飛行

新技術概要説明資料（５／５）
新技術名称 UAVレーザ測量による地形解析システム

A-5



登録No. 0

現地での状況確認（転石） 現地で転石を確認

地形図の作成 陰影図の作成

地形判読結果（例） 判読項目の例

A-5

新技術概要説明資料（５／５）
新技術名称 7.その他



登録No. 0

現地での状況確認（倒木） 現地で倒木を確認

地盤から2m以上の点群（樹木）を除去した立体図 樹木が再現されている

新技術概要説明資料（５／５）
新技術名称 0

現地での状況確認（転石） 現地で転石群を確認

A-5

6

5
3


