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図 2.21 単木毎の胸高直径の比較 

 

 

図 2.22 単木毎の樹高の比較 
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図 2.23 単木毎の立木材積の比較 

 

地上レーザ計測と手計測において、単木毎に胸高直径及び樹高の差分をとり、その平均

値と標準偏差を算出した（表 2.8）。OWLと 3DWalker は、共に胸高直径及び樹高における要

求品質を満たしていた。また胸高直径、樹高とも 3DWalkerに比べて OWLの方が標準偏差は

小さく、ばらつきが少ない事が分かる。 

 

表 2.8  地上レーザ計測と手計測における単木毎の差分 

 

 

更に単木毎のスケールに応じた誤差を確認するため、単木毎に胸高直径及び樹高の誤差

率をとり、その平均値と標準偏差を算出した（表 2.9）。3DWalkerは、胸高直径及び樹高の

誤差率の平均・標準偏差が OWLより大きかった。 

 

表 2.9 地上レーザ計測における単木誤差率（絶対値） 

 

 

平均 標準偏差 平均 標準偏差

胸高直径（ｃｍ） 0.7 5.3 -1.2 1.6

樹高（ｍ） -1.4 1.4 -0.9 1.2

解析項目

差分

（OWL-手計測）

差分

（3DWalker-手計測）

平均 標準偏差 平均 標準偏差

胸高直径 15% 22% 6% 6%

樹高 10% 6% 7% 5%

OWL計測における

誤差率

3DWalker計測における

誤差率解析項目
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以上より、3DWalker は林分の立木材積では、手計測との差が 10%以内に収まったが、単

木の直径、樹高の計測精度はばらつきが大きく、誤差が発生している事が分かった。一方、

OWLは単木の胸高直径及び樹高の計測精度は高いものの、過少傾向があり、林分の立木材積

としては誤差率が大きく、10%以内には収まらなかった。 

 

２）  針葉樹② 

針葉樹②における森林情報解析結果について表 2.10 に示す。針葉樹②は、針葉樹と広葉

樹に分けて示す。 

針葉樹における立木材積の誤差率は、3DWalker が 1%、OWLが 5%であり、両機種は要求品

質を満たしている。また胸高直径と樹高の平均値を見ると、胸高直径は 3DWalker 及び OWL

共に手計測胸高直径で差が見られたが、樹高は大きな差が見られなかった。 

また広葉樹における立木材積の誤差率は、3DWalker が 3%、OWLが 2%であり、両機種は要

求品質を満たしている。また胸高直径と樹高の平均値を見ると、胸高直径は 3DWalker及び

OWL共に手計測胸高直径で差が見られたが、樹高は大きな差が見られなかった。 

更に立木本数においては、針葉樹及び広葉樹共に地上レーザ計測と手計測で大きな差が

見られた。 

 

表 2.10 針葉樹②における森林情報計測結果 

 

 

次に地上レーザ計測と手計測の誤差について単木毎の差分及び誤差率を算出し、精度を

検討した。 

単木毎の胸高直径、樹高及び立木材積について手計測と地上レーザ計測の関係を散布図

に示す（図 2.24、図 2.25、図 2.26）。地上レーザ計測と手計測の結果が一致した場合、グ

ラフ中に示す y=xの線と一致する。 

針葉樹においては、胸高直径の散布図において y=x より上側に取得データ群が集まって

おり、過大傾向にある。樹高の散布図において y=x に関係無く取得データ群が散乱してお

3DWalker OWL

針葉樹 22.7 21.6 18.9

広葉樹 15.2 14.4 11.5

針葉樹 14.1 13.9 14.6

広葉樹 11.8 9.5 11.4

針葉樹 53 57 65

広葉樹 18 22 27

464.8 437.7 462.2

<1%> <5%> <0%>

59.6 58.5 57.6

<3%> <2%> <0%>

地上レーザ計測 手計測

（参考値）

平均胸高直径（cm）

平均樹高（m）

立木本数

（本/0.04ha)

解析項目

立木材積（㎥/ha）

＜誤差率（％）＞

針葉樹

広葉樹
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り、傾向が一致しない。材積の散布図において値が小さい場合、y=xと同じ線上に取得デー

タ群が集まっているが、値が大きい場合、y=xと同じ線上に取得データが集まらず散乱して

いる。そのため地上レーザ計測と手計測の傾向に一致しない。この結果は前掲表 2.10 に示

す地上レーザ計測と手計測毎の傾向と合致する。 

また広葉樹においては、胸高直径の散布図において y=x より上側に取得データ群が集中

し、過大傾向にある。樹高の散布図において y=x に関係無く取得データ群が散乱し、傾向

が一致しない。材積の散布図において原点付近に取得データ群は集まっており、y=xに関係

無く取得データ群が散乱している。この結果は前掲表 2.10 に示す地上レーザ計測と手計測

毎の傾向と合致する。 

 

  

図 2.24 針葉樹②における胸高直径（左：針葉樹、右：広葉樹）毎の比較 

 

 

図 2.25 針葉樹②における樹高（左：針葉樹、右：広葉樹）毎の比較 
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図 2.26  針葉樹②における材積（左：針葉樹、右：広葉樹）毎の比較 

 

次に地上レーザ計測と手計測において、単木毎に胸高直径及び樹高の差分をとり、その

平均値と標準偏差を算出した（表 2.11）。針葉樹の胸高直径及び樹高においては、3DWalker

及び OWLは、要求品質を満たしていた。また胸高直径、樹高とも 3DWalkerに比べて OWLの

方が標準偏差は小さく、ばらつきが少ない事が分かる。 

広葉樹の胸高直径においては、3DWalker と OWL は、共に要求品質を満たさない結果であ

る一方、樹高においては、3DWalker と OWL は、共に要求品質を満たす結果であった。また

胸高直径、樹高とも 3DWalkerに比べて OWLの方が標準偏差は小さく、ばらつきが少ない事

が分かる。 

 

表 2.11 地上レーザ計測と手計測における単木毎の差分 

 

 

更に単木毎のスケールに応じた誤差を確認するため、単木毎に胸高直径及び樹高の誤差

率をとり、その平均値と標準偏差を算出した（表 2.12）。3DWalker は、広葉樹の胸高直径

の誤差率における標準偏差の値のみ OWL より小さかったが、それ以外の胸高直径及び樹高

の誤差率の平均・標準偏差が OWLより大きかった。 

 

 

 

 

 

平均 標準偏差 平均 標準偏差

胸高直径 1.6 5.5 1.7 2.6

樹高 -2.0 5.1 -1.4 2.9

胸高直径 2.8 5.6 2.5 3.9

樹高 -1.2 4.8 -2.0 2.6

針葉樹

/

広葉樹

解析項目

差分

（3DWalker-手計測）

差分

（OWL-手計測）

針葉樹

広葉樹
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表 2.12 地上レーザ計測における単木誤差率（絶対値） 

 

 

以上より、3DWalker 及び OWL は、林分の立木材積では針葉樹、広葉樹共に 10%以内に収

まった。しかし針葉樹、広葉樹共に単木の胸高直径及び樹高の計測精度は、3DWalkerが OWL

よりばらつきが大きく、立木本数が手計測と比較して過少傾向であったため、誤差が発生

している事が分かった。 

 

３）  広葉樹① 

広葉樹①における森林情報解析結果について表 2.13 に示す。 

立木材積の誤差率は、3DWalker が 5%、OWL が 13%であり、3DWalker は要求品質を満たし

ている。また、胸高直径と樹高の平均値を見ると、3DWalker 及び OWLは、共に手計測結果

と大きな差が見られなかった。 

 

表 2.13 広葉樹①における森林情報計測結果 

 

 

次に地上レーザ計測と手計測の誤差について単木毎の差分及び誤差率を算出し精度を検

討した。 

単木毎の胸高直径、樹高及び立木材積について手計測と地上レーザ計測の関係を散布図

に示す（図 2.27、図 2.28、図 2.29）。地上レーザ計測と手計測の結果が一致した場合、グ

ラフ中に示す y=x の線と一致する。広葉樹①においては、胸高直径の散布図において y=x

と同じ線上に取得データ群が集中し、地上レーザ計測は手計測に近い傾向にある。また樹

高及び材積の散布図において y=xに関係無く取得データ群が散乱し、結果が一致しない。 

平均 標準偏差 平均 標準偏差

胸高直径 26% 54% 16% 26%

樹高 38% 46% 18% 17%

胸高直径 43% 35% 33% 37%

樹高 35% 21% 25% 14%
広葉樹

針葉樹

/

広葉樹

解析項目

3DWalker計測における

誤差率

OWL計測における

誤差率

針葉樹

3DWalker OWL

平均胸高直径（cm） 15.7 14.5 13.8

平均樹高（m） 9.8 9.0 9.7

立木本数

（本/0.04ha)
99 112 124

立木材積（㎥/ha） 332.8 275.1 316.9

＜誤差率（％）＞ <5%> <13%> <0%>

手計測

（参考値）

地上レーザ計測
解析項目
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図 2.27 広葉樹①での胸高直径毎の比較 

 

 

図 2.28 広葉樹①での樹高毎の比較 
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図 2.29 広葉樹①での材積毎の比較 

 

地上レーザ計測と手計測において、単木毎に胸高直径及び樹高の差分をとり、その平均

値と標準偏差を算出した（表 2.14）。3DWalker と OWL は、共に胸高直径及び樹高における

要求品質を満たしている。また胸高直径、樹高とも 3DWalkerに比べて OWLの方が標準偏差

は小さく、ばらつきが少ない事が分かる。 

 

表 2.14 地上レーザ計測と手計測における単木毎の差分 

 

 

更に単木毎のスケールに応じた誤差を確認するため、単木毎に胸高直径及び樹高の誤差

率をとり、その平均値と標準偏差を算出した（表 2.15）。3DWalker は、胸高直径及び樹高

の誤差率の平均・標準偏差が OWLより大きかった。 

 

 

 

 

 

 

 

平均 標準偏差 平均 標準偏差

胸高直径（ｃｍ） -0.9 3.7 1.0 1.6

樹高（ｍ） -1.2 4.5 -1.1 2.5

解析項目

差分

（OWL-手計測）

差分

（3DWalker-手計測）
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表 2.15 地上レーザ計測における単木誤差率（絶対値） 

 

 

以上より、3DWalker は林分の立木材積では、手計測との差が 10%以内に収まったが、単

木の胸高直径、樹高の計測精度はばらつきが大きく、更に立木本数が過少傾向であり、単

木毎の誤差が発生している事が分かった。一方、OWL は 3DWalker と比較して、単木の計測

精度は高いものの、立木本数が過少傾向であったため、林分の立木材積としては誤差率が

大きく、10%以内には収まらなかった。 

 

（３） 功程調査について 

現地における功程調査より、3DWalkerは OWLより ha当たりの計測時間が短かった。それ

は、背負子式で連続的にレーザを照射しながら計測する 3DWalkerと、一脚式で 1点当たり

45 秒間かけてレーザを照射しながら計測する OWL のスキャンスタイルの違いによるもので

ある。そのため大面積を効率的に計測するのに適している機器は、3DWalker である事が分

かった。 

解析における功程時間は、Digital Foreat は OWL Manager より時間が長かった。時間が

掛かった要因は、3DWalker が取得する高精細なレーザデータと全点球写真の全てを解析に

使用し、更に手動により水平調整やスキャナー位置の調整等の作業を行うため、Digtal Forest

による解析時間は長くなる。一方、OWL Manager はレーザデータの容量は 3DWalker より容

量が小さく、解析の全工程をノートパソコンで行う事が出来る。そのため現場にノートパ

ソコンを持ち込み、取得したレーザデータを現地と照合する事も可能である（写真 2.8）。 

 

 

 

平均 標準偏差 平均 標準偏差

胸高直径 27% 30% 14% 18%

樹高 40% 34% 18% 19%

3DWalker計測における

誤差率

OWL計測における

誤差率解析項目
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写真 2.8 現地でデータ照合を行う 

 

（４） 森林情報解析結果について 

単木の胸高直径の差分±2cm以内を要求品質とした場合、針葉樹①及び針葉樹②の針葉樹

において、3DWalker及び OWLは共に要求品質を満たし、単木毎のばらつきは、3DWalkerよ

り OWL の方が少なかった。一方、針葉樹②の広葉樹において、3DWalker 及び OWL は共に要

求品質を満たさず、単木毎のばらつきは、3DWalker より OWL の方が少なかった。広葉樹①

は、3DWalker及び OWL は、共に要求品質を満たし、単木毎のばらつきは、3DWalkerより OWL

の方が少なかった。 

単木の樹高の差分±2m 以内を要求品質とした場合、針葉樹①及び針葉樹②の針葉樹にお

いて、3DWalker 及び OWL は共に要求品質を満たした。単木毎のばらつきは、針葉樹①は

3DWalker及び OWL共に少なかった。針葉樹②の針葉樹は 3DWalkerより OWLの方が少なかっ

た。一方、針葉樹②の広葉樹及び広葉樹①において、3DWalker 及び OWL は、共に要求品質

を満たし、単木毎のばらつきは、3DWalkerより OWLの方が少なかった。 

林分材積の誤差率 10％以内を要求品質とした場合、針葉樹①において、3DWalkerは要求

品質を満たし、OWL は要求品質を満たせなかった。針葉樹②の針葉樹及び広葉樹において、

3DWalker及び OWLは共に要求品質を満たした。広葉樹①において、3DWalkerは要求品質を

満たし、OWLは要求品質を満たさなかった。 

以上の結果から 3DWalkerは、針葉樹②の広葉樹における胸高直径以外において要求品質

を満たした。そのため針葉樹及び広葉樹で活用可能であると考えられるが、単木毎の差分

及び誤差率で示す標準偏差は、OWLより全体的に値が大きく計測値がばらつく事を示してい

るため、ばらつきを減らすための対策を検討する必要がある。ばらつきの要因として、立

木と地上レーザ機器の距離が遠い可能性が考えられる。加藤ら(2014)7においても、「安価で

                                                   
7 「簡易型地上レーザーを用いた毎木調査法」,加藤顕,安藤祐樹,吉田俊也,梶原康司,本多嘉明,小林達明,日 
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可搬性に富む簡易型地上レーザー」を用いて「得られたデータから森林簿作成に必要な樹

高，胸高直径，枝下高，毎木位置図を作成」する事を目的とした研究を行った。その結果、

「半径 10m以内の林分に関して、毎木調査項目である樹高は 1.2m以内の誤差で、胸高直径

は 4cm以内の誤差」という結果が得られ、「本研究結果から特に立木密度と傾斜（地形の影

響）が樹木判別率に大きく影響を及ぼした。」としている。そのため 3DWalker の使用時に

推奨される計測間隔（約 20m）より狭くする事で計測精度が向上する可能性がある。 

OWLは、針葉樹②の広葉樹における胸高直径、針葉樹①及び広葉樹①における立木材積以

外において要求品質を満たしていた。針葉樹及び広葉樹における立木材積については、今

回は要求品質に届かなかったが、OWL は 3DWalker より単木毎の差分及び誤差率で示す標準

偏差のばらつきが小さかった。平成 29年度報告書8においては、針葉樹①に類似したヒノキ

人工林において OWL を使用して調査を行い、ha 当たりの材積誤差率はいずれも要求品質で

ある 10%以内という調査結果があった。そのため今後、針葉樹①の要求品質を満たさない要

因について検証する事が求められる。 

3DWalker 及び OWL 共に広葉樹林における計測の場合、広葉樹①のように下層植生が繁茂

しておらず、通直な樹幹である好条件下である場合において、単木毎の要求品質に収まる

値で計測可能であったが、針葉樹②のような針葉樹人工林に広葉樹が侵入している林分は、

要求品質を満たさず差分及び誤差率で示す標準偏差に課題が残った。そのため針葉樹人工

林以外を対象として計測する場合、前述した広葉樹①のような地上レーザ計測に向く条件

下においては、地上レーザ機器の使用が可能であると考えられる。 

また 3DWalkerと OWL は、共に針葉樹②及び広葉樹①の立木本数において、地上レーザ計

測が手計測より過少傾向になった。一方、針葉樹①の立木本数は、地上レーザ計測と手計

測はほぼ一致していた。これは点群データとして存在しているが、本実証で使用している

Digital Forest及び OWLManager 共に解析結果には立木として認識されなかった事が影響し

ている。立木として認識されなかったものは主に不整形木であった（例えば図 2.30、図 2.31

の中の赤枠）。これらは、樹幹の大きな曲がりや低い高さから複雑に枝分かれしている立木

を指す。針葉樹①においては、これらのような立木が見当たらなかったため、立木本数に

影響が無かったと言える。 

 

                                                                                                                                                     
緑工誌,40(1),136-141,2014 
8 「平成 29 年度森林資源情報整備技術実証事業（国有林）報告書,平成 30 年 3 月,林野庁 
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図 2.30 検出木と未検出木（赤枠）（広葉樹①）（OWL Managerから出力） 

 

 

図 2.31 検出木と未検出木（赤枠）（針葉樹②）（OWL Managerから出力） 
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