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1. 手引きの概要 

手引きの目的 1.1 

我が国の森林は小規模零細な所有構造であり、意欲ある担い手が複数の所有者の森林を取りま

とめて施業を実施する集約化の取り組みを進めていく必要があるが、森林所有者の高齢化や世代

交代が進む中で、所有者の特定が困難となる課題が顕在化し始めていることから、平成 28 年の森

林法改正により林地台帳制度が創設され、市町村が森林所有者に関する情報を整備する仕組みが

整えられたところである。 

森林施業の集約化を効率的に進めるためには、森林所有者・境界の明確化と併せて、森林資源

に関する精度の高い情報の整備・活用が不可欠であるが、人工林を主体とした充実した森林資源

の積極的な活用を進めている中で、従来の現地調査を主体とした資源把握方法では限界があるこ

とから、最新の ICT を活用した資源把握等の取組を積極的に推進していく必要がある。 

こうした中、平成 28 年 5 月に閣議決定された森林・林業基本計画において、「リモートセンシ

ングやクラウド※等の ICT の活用を進め、森林資源情報等の精度向上を図る」こととされている

ほか、平成 29 年 3 月に閣議決定された地理空間情報活用推進基本計画（第 3 期）においても、

地理空間情報の活用推進に関する具体的政策として、「高精度な地理空間情報の高度な活用による

新産業・新サービスの創出」の部分に、「最新の森林計測技術やクラウド技術等を活用した林業の

成長産業化」が位置づけられているところである。 

リモートセンシング技術の発展は目覚ましく、これまでより詳細なデータが取得できるように

なっている。また、UAV※（ドローン）の普及により手軽に空中写真が取得できるようになり、

リモートセンシング技術はより身近なものになりつつある。しかし、林業分野では、リモートセ

ンシング技術を取り入れ、森林管理に使用している先進的な事例が一部存在するものの、多くの

林業従事者や林務に携わる者にとっては、これらを利用しようとしたときには一から情報収集を

行わなければならず、まだまだ身近な技術とはいえない。 

このため、現段階で取り組まれているリモートセンシング技術を導入した先進事例や既存の実

証成果について情報収集を行い、都道府県や市町村、林業事業体等による森林情報の整備・活用

の推進に向け、最新のリモートセンシング技術の普及が図られるような利用方法等に関する手引

きを作成する。 

 

手引きの構成 1.2 

手引きは 10 章から構成されており、第 2 章では森林資源量の調査、既設路網の把握・新たな路

網開設計画の作成、森林境界の明確化といった 3 つの目的に応じてリモートセンシング技術を活

用した調査方法やそこで得られるデータ等について解説を行った。また、それぞれの目的ごとに、

リモートセンシング技術を適用する面積や活用したいデータ、調査方法から活用すべきリモート

センシング技術の選定フローを作成した。 

また、第 2 章で示したリモートセンシング技術については、おおよそ計測範囲が広い順に、光

学衛星画像※（第 3 章）、空中写真（第 4 章）、航空レーザ※（第 5 章）、UAV 写真（第 6 章）、UAV

レーザ（第 7 章）、地上レーザ（第 8 章）の技術的特徴や取得できるデータ、取得方法等について

解説した。 
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第 9 章では手引きの作成のために行ったヒアリング結果とリモートセンシング技術の導入事例

をとりまとめた。 

第 10 章ではリモートセンシング技術により取得したデータの解析や活用に必要となるソフト

ウェアについて、リモートセンシングデータを解析するためのソフトウェアと解析したデータを

表示する GIS※（Geographic Information System：地理情報システム、）について代表的なもの

を掲載するとともに、巻末には用語集を付し、手引き中の専門的なリモートセンシング用語につ

いて解説した。なお、本文中の各章に初めて表記される専門用語に「※」を付けた。 

 

リモートセンシング技術の概要 1.3 

戦後造成した人工林資源が本格的な利用期を迎える中、これらの森林資源を循環利用し、林業

の成長産業化を図るためには、施業の集約化や路網整備を進めていく必要があり、地域の森林情

報や地形情報を効率的に把握し活用していくことが重要である。しかし、その把握のためには、

実際に調査者が森林内で立木の胸高直径や樹高、立木本数を毎木調査や標本調査等を行うことに

より計測しており、非常に多くの労力を必要としていた。このような中、広範囲の調査を行うこ

とが可能なリモートセンシング技術の森林計測分野への応用が盛んに行われ、リモートセンシン

グ技術を活用することにより、広範囲の面的な森林情報を短期間に一定精度で把握することがで

きるようになった。また、調査方法によってはこれまでのリモートセンシング技術では取得でき

なかった樹幹の曲がりや樹冠の大きさ等の情報も取得できるようになっており、現地調査の効率

化や省力化を図ることが可能となっている。 

 

図 1-1 リモートセンシング技術の長所 

リモートセンシング技術は対象を非接触で計測・観測する技術であり、遠隔探査技術とも呼ば

れる。観測装置（センサ）と観測装置を搭載する機器（プラットフォーム）の組み合わせにより

さまざまな技術があり、それぞれ観測できる対象や事象が異なる。センサとプラットフォームの

組み合わせを表 1-1 に示す。表中の用語は一例であり、様々な呼称があることに留意する必要が

ある。 
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表 1-1 リモートセンシング技術 

センサ／プラットフォーム 光学センサ レーザ レーダ 

衛星 光学衛星画像 衛星レーザ測距 衛星合成開口レーダ 

航空機 空中写真 航空レーザ 航空機合成開口レーダ 

UAV UAV 写真 UAV レーザ 無人機搭載合成開口レーダ 

地上 手持ちカメラ 地上レーザ 地上設置型合成レーダ 

 

プラットフォームには、衛星、固定翼や回転翼といった航空機、UAV といった上空から計測を

行うもの、車両や三脚等の地上から計測を行うものがある。一般的には、高度が高いところから

計測を行うことで、広範囲のデータを取得でき、高度が低い場合にはデータ取得範囲は小面積に

なるが、より高精度なデータが取得可能である。 

 

 

図 1-2 プラットフォームの比較 

センサは受動型と能動型に大別され、受動型は対象から放射された電磁波を収集するものであ

り、写真計測は太陽の反射光を受容し観測を行っている。一方で能動型は観測装置が電磁波を照

射し、反射した電磁波を収集するものである。レーザ計測ではレーザ光を照射し、地表の物体に

反射したレーザが返ってくるまでの時間から三次元座標を取得する。 

また、センサは感知する電磁波の波長帯により特性が分かれる。波長帯には X 線や紫外線、可

視光線、赤外線、電波、マイクロ波等波長の長さにより種々あるが、森林資源量の調査や既設路

網の把握・新たな路網開設計画の作成、森林境界の明確化等の森林計測のために多く使用される

波長帯は可視光線、近赤外線※、中間赤外である。可視光線は目に見える波長帯であり、主に写真

計測に用いる。一方で近赤外線や中間赤外は人の目に見えない波長のうち、可視光線の赤色に比

較的近い波長帯であり、レーザ計測では近赤外線や中間赤外の波長帯をレーザ光として使用して

いる。植物の葉は近赤外線の波長帯を強く反射し、植物によって、その反射の強さが異なる。こ

地上 ▶

高度100m ▶

高度2,000m ▶

高度1,000km ▶

1ha計測面積 10～100ha 2000ha～ 100,000ha～

データ密度 1cm～10cm 0.1m～5m5cm～1m 0.5m～50m



 

‐4‐ 

の違いを利用して植生の分類が行われる。光学衛星画像では複数の波長帯を観測できるセンサを

用いることが一般的であり、可視光域に加えて近赤外線等の波長帯の情報を取得することができ

る。 

なお、森林資源量、路網等の森林情報を取得するリモートセンシング技術は取得できるデータ

の広さとその利用用途により大きく基盤データと補完データの 2 つに分類することができる。ま

た、使用するセンサにより光学センサとレーザセンサの 2 種類に分けられる。 

 

 

図 1-3 森林計測でのリモートセンシング技術の分類 

基盤データは光学衛星画像、空中写真、航空レーザによって取得されたデータであり、数千

ha 以上の広範囲をカバーする情報である。基盤データは森林資源量の調査や既設路網の把握・

新たな路網開設計画の作成、森林境界の明確化のほか、治山、林地台帳等の関連する分野にも活

用することができるため、クラウド上での基盤データを整備することでリモートセンシング技術

の利活用が進むと考えられる。 

一方、補完データは、UAV 写真、UAV レーザ、地上レーザによって取得されるデータであり、

局所的かつ高精度なデータである。補完データを計測する場合は以下の 3 点が考えられる。 

 基盤データが整備されていない箇所で情報を整備するため 

 基盤データが整備されているが、現況の変化により情報を更新する必要があるため 

 基盤データでは取得できない、より高精度なデータを取得するため 

基盤データが整備されていない箇所について、対象が小面積である場合は、補完データにより

情報を整備することが望ましい。また、台風や豪雨、火山活動等の災害や皆伐や間伐等の施業に

より現況が変化した場合には基盤データと現況の乖離をなくすため、補完データにより基盤デー

タを更新することが望ましい。この他、基盤データは広範囲を効率的に整備できるものの、取得

困難な情報もある。具体的には、衛星や航空機を用いた上空からの計測であるため、樹幹等の林

内の情報が取得できないといった問題がある。整備する情報が活用目的に対して不十分である場

合には情報を補うために補完データが必要となる。補完データの計測機器は UAV や可搬式の測

量機器であるため、手軽にデータを取得できる利点があり、複数の時期の補完データを収集する

ことで高頻度に取得されたデータを扱うことが可能である。さらに、位置情報等により基盤デー

タと紐づかせてクラウド上で共有することで、相乗的な効果を期待することができる。  

光学衛星画像

空中写真

航空レーザ
UAVレーザ

地上レーザ

UAV写真

基盤データ 補完データ

レーザ
センサ

光学
センサ




