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２．委員会議事概要 

 

平成 30 年度森林資源情報整備技術実証事業（国有林） 

第１回検討委員会 議事録（概要版） 

                          

日時：平成 30 年 9 月 19 日（水）13:30～15:30 

場所：日林協会館 3 階 大会議室 

出席者 

区分 氏名 所属 

委員 青井 秀樹 森林総合研究所 木材利用動向分析担当 チーム長 

 井上 昭夫 熊本県立大学 環境共生学部 環境資源学科 教授 

 上崎 強 飛騨市森林組合 森林整備課 課長 

 長島 啓子 京都府立大学大学院 生命環境共生学研究科 准教授 

林野庁 山之内 留美子 国有林野部 経営企画課 計営企画班 課長補佐 

 高島 寛 国有林野部 経営企画課 計営企画班 

 椎名 博之 国有林野部 経営企画課 計営企画班 

事務局 宗像 和規 一般社団法人 日本森林技術協会 指定調査室長 

 大萱 直花 一般社団法人 日本森林技術協会 指定調査室 リーダー 

 園田 満憲 一般社団法人 日本森林技術協会 指定調査室 

 室岡 郁馬 一般社団法人 日本森林技術協会 指定調査室 

発言者 

（委）：委員 

（林）：林野庁 

（事）：事務局 

 

・（事）青井委員、井上委員、長島委員の 3 名は全てご出席いただく予定。それ以外に

第１回は OWL を使用している飛騨市森林組合の上崎委員、第２回は 3DWalker を使用し

ている日南町森林組合の木村委員に、委員としてご参加いただく予定。 

・（委）飛騨市森林組合の上崎と申します。飛騨市森林組合の所在地は、岐阜県飛騨市

古川町にあり、組合員数は約 3,000 名。職員数は総務課 3 名、林産 2 名、森林整備課

6 名の計 11 名。現場職員が林産 12 名、造林保育 12 名、土木 2 名の計 26 名体制であ

る。当地区の山林面積は 74,000ha であり、人工林率が 30％。組合員が所有している

山林は 34,000ha であり、人工林率が 25％である。 

 搬出間伐施業は、組合員や個人所有山林から 5,000m3、請負で 5,000m3 である。皆伐

施業は、管理署や個人所有山林から 15,000m3 である。約 5,000m3 を各業者さんから買

い取っている。 

 森林整備課で各事業の現場管理などを行いつつ、経営計画を策定している。搬出間

伐は約 100ha で 5,000m3 程度の計画を立てながら実施している。森林経営計画は、年

間約 300ha 実施している。平成 24 年からこれまでに経営計画を立てた団地数は 30 団

地、約 4,800ha である。間伐面積は 580ha、搬出材積は 25,000m3 である。OWL を使用

した業務内容は、調査手間の簡略化、提案書の精度向上、また山の状況を GIS 上で樹

木データを利用しつつ、今後の活用を考えている。 
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（議事次第） 

１．事業概要 

２．本事業の実施内容について 

  ①ＩＣＴを活用した森林資源情報の整備技術の実証 

・（委）これまで委員の皆様が地上レーザを使用されてきて感じたこと、気づかれたこ

と、そういったことについて少しご意見を伺いたい。 

・（委）飛騨市森林組合は、以前は調査者の目測が主流であった。組合はジツタの Assist

を使用しており、ジツタが OWL の取扱を始めたため、導入することになった。実稼動

は月に 10 日前後で、標準地調査をメーンとして使用している。0.1 ヘクタール以下の

小規模な所有者であれば全木調査をしている。 

・（委）京都府立大学は、OWL と 3DWalker と双方使ったことがある。基本的に標準地

を調査するのに良い。またそれぞれ機種の違いがあり、胸高直径と樹高から出てくる

材積だけではなく、上部直径まで得られることによって、元玉と二番玉それぞれの材

積なるかというのが詳しくわかる。使用目的が、収穫調査なのか山林評価なのか現況

調査なのかという事を明確にしながら、どこまでどう使えるのかという感じになると

思う。 

・（委）熊本県立大学は、地上レーザをそこまで使っていないが、今年度の科研費予算

で 3DWalker を購入する。そのためレーザの使用感や気づいた点というのは、現在の時

点では出しかねるというのが現状である。 

・（委）レーザの使用感でいえば、現地で計測してデータを得られるまでの計測時間と、

データが合成されて手元にデータが得られるまでの時間が結構大事であると思う。実

際の効率とか、いわゆる人が計測する場合との比較については、やはりそういう合成

時間や解析時間まで考えないとはかれない。 

・（事）功程調査で、機種ごとの計測時間、ヘクタール当たりの時間を示したい。また

分析ソフトもそれぞれ解析時間が違ってくると推測されるため、最終的な取りまとめ

は、地上レーザというカテゴリーとして、平均値で示したい。 

・（委）3DWalker の場合は、現場の計測時間プラス Digital Forest に持っていく前の

合成時間があり、合成と森林資源の解析は別になる。 

・（委）今のところ OWL を使用した対象は針葉樹のみである。OWL がまだ広葉樹に対応

ができていないということだったので、まだ測定はしていない。広葉樹についても垂

直なものであれば、樹木として判定されると聞いている。 

・（委）功程調査の項目についてだが、樹種（スギ、ヒノキ）というので、針葉樹想定

となっている。しかし林業成長産業化地域のこのリストを見ると、必ずしもスギ、ヒ

ノキがメーンでない地域がある。 

・（事）説明会開催地によりいろいろな樹種があるということなので、いろいろなユー

ザーの方がいらっしゃるということは念頭に置いて、発注者と協議の上決定していき

たい。 

・（事）今回スギ、ヒノキ林の中にも、恐らく広葉樹が入ってきていることはあり得る

と思うので、人工林の中の広葉樹については注意してやりたいと思う。 

・（委）広葉樹で 3DWalker を使っているが、結構判別ができる。点群で樹形がよくき

れいに出てくる。うちはブナとモミなど針広混交林ですけれども、比較的明確にわか

る。あと下草が多いと位置がちょっとずれるが、その下草の少し上のところで点群を

切ってあげると、大体きれいな位置図と、あと直径もきれいに丸く出てきますので、
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材積は比較的明解にわかるのではないかと思う。 

・（委）広葉樹の樹種判別ですが、別件で広葉樹の樹種判別を３Ｄレーザで研究してい

る方とつき合って、山のほうに行かせていただいた。そのときの意見では、広葉樹林

の中で一個一個を判別することは難しいという意見だった。 

・（委）功程調査の内容としては良いと思うが、結局出てくるものをどう扱うのかとい

うのが大事である。地上レーザのいいところは上部直径が出てくるということなので、

できれば材積を比較するのにも上部直径を利用してもらって、材積を出したものと比

較してほしい。 

・（委）実証地の３カ所ともいずれも林齢が 45年とか 50年ぐらいでそろっているので、

いろいろなタイプのデータがあれば、それぞれどういったところが得意なのか、どう

いった部分が弱いところなのかというところが、よりはっきりと見えてくる可能性が

ある。 

・（林）署とも調整をする必要があるが、検討させていただく。 

・（事）主伐時の調査を目的として林齢を選んでいるので、調整していける範囲で実施

したい。 

 

  ②説明会の開催 

・（委）１点目が成長産業化地域で説明会を開催する予定ですが、地上レーザ活用につ

いて関心の高い地域をご存じでしたら、教えていただきたい。もう１点が、成長産業

化地域以外で積極的に地上レーザを活用している地域をご存じでしたら、ご教授いた

だきたい。 

・（委）地上レーザを活用している地域については、あまり詳しくないが進んでいると

いうのは、やはり長野県で内科と思う。 

・（委）京都市から地上レーザについて質問があったので、関心はあると思う。 

・（委）北海道の試験場の方と、熊本県の試験場の方に伺ったところ、声かけしたら興

味があるところは出てくるはずだという事であった。しかし具体的にどこか取り組ん

でいるかというと、そこまではちょっとつかめていないとの事であった。 

・（委）思いついたのは、大分県の林業試験場の職員の方が、収穫表を調整する目的で、

大量のプロットデータを地上レーザで取得されているというのを把握している。 

・（林）局によって導入はしているが、まだそれを実際に業務に使うということではな

く、どちらかというと使ってみて、今後どれぐらい業務に生かしていけるのかという

のを見ているような状況である。価格的なこともあり、OWL のほうが先行して入手し

やすかったというので、各局署で OWL を導入している。 

 林業成長産業化地域の提案書の中に、地上レーザをやりたいという地域は幾つかあ

る。私が把握している限りでは、南会津、郡上、長門である。 

・（委）岐阜県は、林業のコンソーシアムというものがあります。そちらは多分今ドロ

ーンであるとかいろいろな方面の研究をしていまして、興味のあることだと思う。 

 

３．今後のスケジュール 

（質疑応答） 

・（委）説明会が第２回検討委員会の前にあるが、ある程度まとめておいた上で説明会

を開催するのが良いと考える。 

・（林）その順番はどちらでもフレキシブルで、よりその説明会が有意義な形になるほ
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うにしていければと思う。 

・（事）どういう目的で今回地上レーザのデータを活用するのかは、パーツの技術とし

てこの地上レーザというのを考えたいと思っているが、そこのつなぎをどうするかと

いうのがまだ見えていない。 

・（委）森林組合としては、正直そんなに詳細なデータは取得しなくてもいいのではな

いかという部分がある。飛騨地域は、質より量という地域になるので、材積がある程

度把握できればいいのかなと思う。そのデータをいかに簡単にデータ化して、提案書

に反映させるか。 

・（委）私自身がこの事業に非常に期待する部分は、資源量のデータがあったらより事

業計画が精緻なものになっただろうと思う。 

・（委）事務局から、スマート林業の中での地上レーザの位置づけという話があったが、

現在行われている実証事業の中では、樹高や直径がどれぐらいの精度ではかれるのか

というのがメーンになっているが、個人的な意見は、こういった問題については、こ

の先５年から 10 年ぐらいの話ではないかと思っている。その先、私は今ＩoＴだとか

Society5.0 とか、いろいろ物を情報でつなぐという話がある。 

・（事）事務局のほうからは、さっきの議論の中でもありましたが、第２回の委員会は

恐らく説明会の前、12 月ぐらいが次回というふうになるかと思います。 

 

  

以上 
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平成 30 年度森林資源情報整備技術実証事業（国有林） 

第２回検討委員会 議事録（概要版） 

                           

日時：平成 30 年 12 月 10 日（月）13:30～15:30 

場所：日林協会館 ５階 中会議室 

出席者 

区分 氏名 所属 

委員 青井 秀樹 森林総合研究所 木材利用動向分析担当 チーム長 

 井上 昭夫 熊本県立大学 環境共生学部 環境資源学科 教授 

 木村 実次 日南町森林組合 総務部長 

 長島 啓子 京都府立大学大学院 生命環境共生学研究科 准教授 

林野庁 御前 幸太郎 国有林野部 経営企画課 企画官 

 山之内 留美子 国有林野部 経営企画課 計営企画班 課長補佐 

 高島 寛 国有林野部 経営企画課 計営企画班 

 椎名 博之 国有林野部 経営企画課 計営企画班 

事務局 宗像 和規 一般社団法人 日本森林技術協会 指定調査室長 

 大萱 直花 一般社団法人 日本森林技術協会 指定調査室 リーダー 

 園田 満憲 一般社団法人 日本森林技術協会 指定調査室 

 室岡 郁馬 一般社団法人 日本森林技術協会 指定調査室 

発言者 

（委）：委員 

（林）：林野庁 

（事）：事務局 

 

 

・（委）鳥取県日南町の木村です。森林組合は本所と木材団地事務所の２拠点です。隣

設してＬＶＬ工場の株式会社オロチがあり、そこに主に丸太の供給する役割を担って

いるのと、いわゆる中間土場の役割を担っている。組合員は約 1,500 人で、役員が 12

名、職員数は 17 人である。直営作業員は、搬出班１班で４人、保育１班で４人。日南

町地域の特徴として、民間の素材生産業者が、今 38 社、おおよそ 120 名ぐらい作業員

の方がいる。民有林は 29,000ha、人工林が 18,000ha、天然林は 11,000ha である。人

工林率は約 60％であり、国有林が非常に少なく約 1,300ha である。施業は間伐が主体

で、皆伐は町有林を年間約 10ha を皆伐・再造林していこうとしている。民有林も５～

10ha程度の約 20haを現状では年間皆伐を実施している。平成 29年度の除・間伐は 120ha、

搬出間伐は 360ha であった。町内の木材の生産量は、約 60,000m3 であった。木材団地

は、森林組合の集積場と木材市場とチップ工場、株式会社オロチがあり、全体の取扱

量は約 10 万 m3 になる。 経営計画は５年前から立てており、平成 30 年４月からは

15,000ha の経営計画を立てている。毎年約 300～400ha の集約化に取り組んでいる。 

経営計画を作成するツールの一つとして、地上レーザを森林資源の情報収集に活用

している。導入のもう 1 つのきっかけは、人材不足である。今ベテラン職員の、いわ

ゆるカンが若い職員に継承できないということがあり、経験が少ない職員でも客観的

なデータをとってきて、正確な提案書ができるまでを、何か仕組みをつくりたいと思
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っている。それで今回 3DWalker を導入した。平成 29 年度に林業成長産業化モデル地

域にも指定されており、その補助金も使わせていただいた。今年度の５月に導入をし

ている。なぜ 3DWalker にしたかというのは、採材シミュレーションや取得した地形デ

ータを生かして森林作業道の設計シミュレーション等がそろっている事である。また

森林の価値となども提示できる仕組みになるのではないかと考えている。計測データ

は、GIS に変換してデータの蓄積として生かせる。また計測データを３Ｄ化して、可

視化や信用性で買っていただきやすくなるのではないかと思う。現在の 3DWalker の使

用状況は、５月に納品し９月ぐらいまでは月に 10 日程度しか行けなかった。10 月以

降は天気がよければ使用している。実際の使用状況は、まず皆伐現場における材積調

査で使用した。調査は夏場に実施し下層木が繁茂していたため、データが安定化して

いなかった。面積は２～３ha で、約 1,000m3 の出材積に対して、計測結果による全幹

材積は約 1,500m3 であった。しかし材積シミュレーションは約 300m3 となり、下層木に

よる影響があるのではないかと推測された。導入後に間伐地も何カ所もデータをとっ

たが、うまくいっていなかったことがあります。  

 また森林作業道の測量について島根大学と共同で巻尺やドローン、3DWalker で測量

した。また 7 月にあった豪雨で林道が被災しました。その際鳥取県と共同で調査をし

たことがあった。連続データが計測でき、取得データも３Ｄに可視化できたため、協

議や資料作成にも役立ち、修繕設計も速やかに完了した。今年航空レーザ計測をする

にあたり、手計測の毎木調査を 70 カ所、3DWalker による計測を約 30 カ所実施した。

そのデータを照合する予定にしている。森林組合も工場を抱えており、冬場は原木の

備蓄をしている。そのため立木を在庫としてストックすることを今考えている。適切

に蓄積量を把握し、いつでも木が出せるような段取りをしておくということを今考え

ている。 

 機器に関してだが、バッテリーの駆動時間が約２時間しかもたないため、予備バッ

テリーを使用している。予備バッテリーで４～５時間になり、約１日もつようになっ

た。予備バッテリーの重量は４～５kg であり、本機と合わせて８～10kg になる。レー

ザ本体の傾き具合の設定をもうちょっと簡単にできれば良いと考える。 

データの解析だが、データの再構築や水平の再構築も難しくて、広葉樹がちょっと

苦手であると思う。今後メーカーと一緒にソフトの改良、また機材の使い方について

も、いろいろと検討しながら、良いものにしていきたいと考えている。 

 

（議事次第） 

 （１）本事業の実施方針 

 （２）現地調査結果 

   ・現地調査方法 

   ・功程調査結果 

   ・森林情報解析結果 

（質疑応答） 

・（委）結局この地上レーザで得られた情報を、森林情報の整備でどう使うかというの

は、恐らく得られるデータの精度をどう評価するかということにかかわってきてしま

うのではないかと思う。 

・（事）解析ソフトの修正をこれからしていっていただかないといけない部分がどうし

てもある。 
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・（委）航空レーザもある中で、地上レーザをその中でとっていくその位置づけとして

は、やはり詳細なデータが出てきて、どう選木してどう切り出していくのか。あるい

は提案書をつくるときに、ある程度の精度の材積と収益性が評価できるというのが、

私としても地上レーザのメリットかなとは思っている。そういう意味ではかなりの精

度を求められるのではないかと思うが、現状ではまだちょっと難しいというような印

象は受けた。今後改良されていけば、地上レーザの利用の価値は高まっていくのかな

とは感じる。 

・（事）ソフトウエアの歴史からいうと、3DWalker を解析している Digital Forest の

ほうがソフトの歴史は長い。3DWalker というハードウエアを Digital Forest で解析

するようになったのが、販売されて約１年である。それより前は、FAROと Digital Forest

のセットで販売されていた。そのためまだ最終形にいっていないという印象がある。

OWL は、今年にかけてハード・ソフトともに調整が入っている部分もある。いずれも

ユーザーと開発会社の間でデータをやりとりしながら、精度を上げていくという繰り

返しが、まだもうちょっと必要なのかなという印象はある。 

・（事）私が 3DWalker を現地で使用したが、PARACOSM としての性能はとても高く、良

い精度が出ると正直思った。レーザの照射距離が長く、歩く距離が短くなるのは大変

ありがたいことだが、使えるデータにならないと意味がない。最終的な取りまとめの

段階については、精査した数字にしていきたいと考えている。 

・（委）使用した感じは、材積に関してはまだいま一つかなと思う。標準地は、周囲を

回り、それで約 20m 間隔で中を歩くというとり方を森林組合でもしている。 

 

   ・地上レーザ成果の利活用に向けた考察 

（質疑応答） 

・（委）採材位置や材積というところを明確にしたいというのであれば、これからもう

ちょっと精度を上げるような方向性で調整をしなければいけないと思う。全体の利活

用のイメージは大体一緒だと思う。「樹高が計測できないため「使えない」という認識」

は、地上レーザは、必ずしも梢端までとれている必要はないと思う。いわゆる市場で

は末口径でやりとりされており、ある程度の採材位置の提案が可能である。むしろ地

上レーザは樹高を出すためのものではなく、欲しい末口径、最小の末口径がどの高さ

まで得られるのかという事が明確にできる事で十分役割を果たすのではないかと思わ

れる。川下側との情報共有の場合、合板工場などの材積量が欲しい所には恐らく立木

の段階でもある程度の交渉材料になると思う。また柱材で製材用として欲しい所には、

材質も必要な情報になりうる。地上レーザのデータだけでは、なかなか対応し切れな

いと考える。 

 航空レーザと組み合わせれば、樹高もある程度出てくる。地上レーザ単体なのか、

両方組み合わせた結果で出来る情報なのか、方向性をある程度固めておかないと考え

る。 

 ・（事）ただ航空レーザの場合は、５年後、10 年後にもう一回とるというのがなか

なか厳しいと思う。まずスタート時点では航空レーザがあるというのは非常に重要で

あるが、その後成長や施業による変化を追う場合、地上レーザなのかドローンなのか

というところで、使い分けがまず第１弾来ると考える。 

・（委）日南町の話を聞き、林道被災地の調査や作業道の拡幅で使われているのは良い

と思った。立木計測以外に他に何に使えるのかという可能性を広げておくことも、大
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事ではないかと思った。一つは立木の測定の精度、一つはレーザの性能、もう一つは

プログラムの改良、そういったものと同時に、いろいろと使っていきながらほかに何

ができるのか、そのためには何が必要なのかというのを、また検討していく必要があ

るのではないかという印象を持った。 

・（委）山林所有者の方にとってやはり山にある資源の性状がどうかというのが詳しく

わかればわかるほど、正確な評価につながると思う。特に森林簿上は針葉樹メーンだ

と書いていながら、実は侵入木がいっぱいあり、素性のいい立木がたくさんあるとい

うことで、実際評価した以上に価値が高かったということも可能性としてあるかと思

う。これは所有者の側にとってプラスになる事であり、買い付ける側からすると、例

えばバイオマスがあり、合板があり、集成材のラミナがあり、あるいは柱材がありと

いった場合に、高いところに多く流すということで、利益を稼げるということにもつ

ながると思うので、これは買う側にとってもメリットがあることではないか。 

・（委）不在村の所有者の方がここ 10 年間で２倍になった。この勢いがまだ進むので

はなかろうかと思われる。私どもは精算書に間伐前、間伐後の写真もつけたりはする

のですが、さらにもう一歩進んで、遠く離れている組合員さんの山の姿や森林整備を

しましたという姿を遠くからでも見ていただけるように立体的に見えるようなサービ

スができるかなと思っている。また山を手放したいという方も多々おられる中で、企

業に買っていただくためのデータ収集の道具として全山が見えるようなデータを示し

て、説得力がある。色々提案できないかと思っている。 

 

 （３）説明会開催地について 

 （４）今後のスケジュール 

（質疑応答） 

・（事）この場で説明会を開催する５地域を選定する事はありません。現在地域と連絡

調整している。確定情報が出たら、委員の皆様に周知いたします。 

 

（以上） 
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