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第1章. 事業概要 

 

1.1. 事業の背景及び目的 

戦後造林した人工林が本格的な利用期を迎える中、豊富な森林資源を循環利用しつつ、

森林・林業の持続的な発展と公益的機能の発揮を図ることが重要である。 

このため、平成 29年度から地域の豊富な森林資源から得られる利益を最大化、最適に配

分して山元へ還元することにより、国産材の安定供給を実現することを目指し、川上から

川下までの地域の関係者が連携して共通のビジョンを揚げて取り組む地域が「林業成長産

業化地域」として指定され、ソフト・ハード両面での重点的な支援をする「林業成長産業

化地域創出モデル事業」が措置された。 

このような中、国有林は我が国最大の森林管理者であるとともに、木材供給量は国産材

の約 2 割を占めていることから、木材の供給主体として、地域の林業成長産業化に積極的

に貢献することが求められている。特に、需給に応じた木材の安定供給の実現には、森林

資源情報の正確な把握と、供給サイドのみならず資源を利活用する需要サイドへと、適時、

適切に共有可能なシステムを構築していく必要がある。 

このため、本事業では、林業成長産業化地域の国有林において、効率的な資源管理や木

材生産に必要となる ICT1を活用した森林資源情報の整備技術等を実証し、その成果につい

て地域内の関係者と共有することを目的とする。 

 

1.2. 事業実施体制 

本事業は、林野庁国有林野部経営企画課の委託により、一般社団法人日本森林技術協会

が実施した。事業実施にあたり、森林経営及び木材利用等に関する学識経験者及び地上レ

ーザ機器を現地で使用している林業事業体から構成される検討委員会を設置した（表 1.1、

写真 1.1 参照)。 

本業務における検討委員会は、第 1 回を平成 30 年 9 月 19 日、第 2 回を平成 30 年 12 月

10日の 2回開催した。議事概要については巻末資料に示す。 

 

                                                   
1 Information and Communicaion Technology(情報通信技術)の略称 
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表 1.1 検討委員会委員 

 

 

 

写真 1.1 開催した検討委員会の様子 

 

1.3. 事業実施項目 

本事業の実施項目の概要について表 1.2 に示す。 

本事業は、林業成長産業化地域内の国有林において、最新の ICT を活用した簡易で精度

の高い森林資源情報を把握する技術検証を行い、従来の計測手法との比較検証を行う。実

証に当たっては、事前に既存の研究成果等の収集と分析を行う。実証で使用する最新の ICT

機器は地上型のレーザ機器とする。 

また、計測結果について取りまとめ、5地域の林業成長産業化地域を対象として、本事業

の説明会を開催するとともに、林業成長産業化に向けた更なる ICT の利用について検討す

る。 

 

氏名 所属 専門分野等 出席回

青井　秀樹
(国研)森林総合研究所　林業経営・政策研究領域

木材利用動向分析担当チーム長
木材利用、木材需給

第1回

第2回

井上　昭夫
熊本県立大学　環境共生学部　環境資源学科

森林生態学研究室
森林計画、森林計測

第1回

第2回

上崎　強 （岐阜県）飛騨市森林組合　森林整備課長
地上レーザ導入事業体

（OWL)
第1回

木村　実次 （鳥取県）日南町森林組合　総務部長
地上レーザ導入事業体

（3DWalker)
第2回

長島　啓子
京都府立大学大学院　生命環境科学研究科

森林計画学研究室
森林計画、森林計測

第1回

第2回

※五十音順　敬称略
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表 1.2 本事業の実施項目 

 

 

概要

・最新のICTを活用した技術実証（簡易で精度の高い森林

資源情報を把握する）と他の手法との比較検証等を行う。

・事前に既存の研究成果等の収集、分析。

地上型レーザ計測による効率性、有効性を検証する。

・検証地域：大館北秋田地域（秋田県）,1プロット

　　　　　　　　 田辺地域（和歌山県）,2プロット

　　　　　　　　（1プロット1ha程度とする）

・各プロット内20m×20mの範囲で毎木調査を実施。

・5箇所の林業成長産業化地域を対象として、本事業の説

明会を開催する。

・林業成長産業化に向けた更なるICTの活用について検討

する。

説明会の開催（２）

項目

ICTを活用した森林資源情報の

整備技術の実証等
（１）

①
地上レーザ計測の

効率性･有効性等の検証




