
80 
 

 

（３） ニュージーランド 
 調査対象の概要 

ニュージーランドにおける先進事例調査対象として、Tasman Pine Forests Ltd.（以

下、TPF 社）を選定した。TPF 社の概要を表 3.28、図 3.22 に示す。 

 

表 3.28 調査対象の概要（③ニュージーランド） 

対象 ������������������������ 

所在地 ニュージーランド� ������郡 

資本金 ������百万 

管理森林面積 ��������� � �人工林面積 ��������� 

従業員数 ��名�����年 �月末現在� 

組織概要 

ニュージーランドネルソン・タスマン地区に取得す

る山林資産の経営のため、���� 年 � 月に設立された

比較的新しい企業である。同年 �月より施業を開始し

ている。 

植栽樹種はラジアータ・パインが主であり、おおよ

そ ��～�� 年生で収穫を行っている。同社では、� 班

�～� 人の作業チームが同時に � 班動いており、班毎

に保有機械が異なり、作業の特徴も異なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.22 TPF 社の位置及び所有山林の様子 

 

 調査方法 

2018 年 9 月に、本事業の概要資料と調査票を TPF 社の担当者に直接メールで送付し、

調査の趣旨について理解を得た上で、回答を得た。 
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 調査結果 

 TPF 社が用いている技術やシステムを分野別に整理した結果を表 3.29 に示す。TPF 社

で導入されているソフトウェアは、Interpine 社(ニュージーランド )の Yield Table 

Generator・STICKS、Trimble 社(米国)の CENGEA・WSX、ESRI 社(米国)の ArcGIS、

Remsoft 社(カナダ)の Woodstock など、多岐に渡る。同社では、2016 年の設立当時、少人

数の人員体制で迅速に施業を開始する必要があったため、将来的な作業効率化も視野に入

れ、各種ソフトウェアの導入を行った。 

 TPF 社の山林経営における ICT 活用の特徴は、上記のような異なるソフトウェアを活用

しながらも、資源量把握から計画・伐採、生産、輸送、納品をつなげるサプライチェーン

が、StanForD 規格(Standard for Forest machine Data communication：スウェーデン等

北欧を中心に広く普及している生産管理者と現場の林業機械との間でやり取りする情報の

記述形式を定めたデータ規格)12の標準化されたデータを核として構築されている点である。 

設立当初 TPF 社では、伐採結果を手作業で報告していた。しかし、伐採情報を効率的に

収集・活用するためには、StanForD言語の活用が有効であると考え、検討の結果、StanForD

ソフトウェアの中でも、マーケット状況に基づいて伐採計画を検討し、伐採結果を分析す

るツールである STICKS(Interpine 社)の導入に至った。現在 STICKS は、TPF 社の請負

事業体 4 社・8 班すべてで使用されている。 

また、TPF 社では、原木販売先 5～6 社への月間の納入予定を踏まえ、生産すべき径級・

材長・節数・品質・納入先情報等の入った班毎の 1 週間の造材指示ファイル(.apt 形式）を

請負事業者に毎週送付しており、各班は一日単位の造材実績をTPF社に報告している（.hpr

形式）。なお、納材の進捗管理については、トラック業者が WSX(Trimble Forestry 社)に

入力するトラック台数や発送伝票データを、担当者が週１回確認し、STICKS や WSX の

データを元に生産(Production)・販売(Sales)・流通(Wood flow)チームで協議の上、翌週の

採材を決定し、生産チームが apt ファイルを修正することで、採材変更を行っている。ま

た、週の半ばに緊急で需要の変更が生じた場合も、速やかに造材の変更指示(.apt ファイル)

を送付して対応している。 

同社では、今後の課題として、ラジアータ・パインの成長モデルを STICKS に反映する

ことで、蓄積の予測精度を向上することを目指している。 

 

 

表 3.29 分野別調査結果（TPF 社） 

分野 技術・システム システムの概要・活用方法 

森
林
情
報
の
高

資
源
量 

把
握 

�ドローン� 
皆伐後に伐採跡地を撮影し、現地確認と合わせて植林面積

を確定している。 

航空写真 
数年に一度自社で全域を更新している。また、災害発生時

に ���� 的に撮影している。 

                                                   
12  中澤昌彦，加藤英雄，白井教男(2018). オーストラリアにおける ICT を利用した原木生産・流通事

例木材工業, 73(7), 277-280 
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(航空レーザ計測) 

オープンデータの 50cm 等高線を業務に利用しているが、

資源量把握には利用しなていない。 

(資源量の把握のために、14-16 年生・20 年生・収穫 2 年

前に標準地調査を実施している。) 

YT Gen 

(Yield Table Generator) 

林齢・森林調査から把握した本数・直径・樹高データを用

いて、立木材積を自動計算している。 

情
報
基
盤 

CENGEA LRM 

（Land Resource 

Manager） 

管理単位(林小班)ごとの現況や施業履歴等の情報を管理す

るデータベース。各種コストの試算や、成長・出材量の予

測が出来る。 

TPF 社では GIS の担当者が、随時 LRM のデータを修正し

ている。 

ArcGIS 
LRM のデータとリンクしており、毎週同期される。リモ

ートデスクトップ接続で、所員全員が閲覧可能である。 

経
営
の
効
率
性

・
採
算
性
向
上 

計
画
作
成 

Wood stock 
YT Gen からの出力データを元に、等級毎の想定出材量や

損益等の長期計画を作成している。 

Allocation 

Optimizer 

Wood stock の追加モジュール。採材・販売価格・輸送距

離・コストを伐採箇所毎に設定可能で、より精度の高い長

期計画の作成が出来る。 

現
場

管
理 ArcGIS online 

現場では、ArcGIS のデータをスマートフォンで閲覧して

いる。(GNSS は GARMIN を使用。) 

素
材

生
産 STICKS 

プロセッサからの造材報告(*.hpr 形式)の解析により、生産

数量、生産性を把握している(m3ベース)。 

造
林

育
林 特になし 

苗木は手で植栽している。下刈は実施していない。（除草

剤を空中散布） 

需
給
マ
ッ
チ
ン
グ
の
円
滑
化 

需
給
マ
ッ
チ

ン
グ STICKS 

原木販売先への月間の納入予定を踏まえ、班毎の 1 週間の

造材指示ファイル(*.apt 形式）を請負事業者に毎週送付し

ている。緊急に需要に変更が生じた場合は、週の半ばで造

材の変更指示(*.apt 形式）を送付することもある。 

運
材 

・
配
送 

WSX 

(Trimble Forestry

社) 

トラック業者の配車担当者に、伐区の位置と造材量データ

及び顧客毎の納材予定量データを渡し、WSX を使用して、

トラック 20 台分全体の最適な輸送計画を策定している。

各トラックには GPS が取り付けられており、積荷の有無

も把握できるため、各トラックの運送状況が一目で把握で

きる。また、発送伝票情報も WSX に入力されるため、納

材数量管理にも活用している。 

C3 
輸出材の港湾在庫数量管理・船積みの進捗状況の把握等、

マーシャリング及びステべドア情報を把握するアプリ。 
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図 3.23 STICKS による生産性分析イメージ13 

 

（４） ⽇本林業への応⽤可能性 
（１）から（３）の調査結果を、実践対策における 4 つの目標別に整理し、日本林業へ

の応用可能性を以下にまとめた。 

 

 森林情報の高度化・共有化 

調査を実施した国・経営体における森林資源量の把握方法は、ドローンや航空レーザ計

測、航空写真といった、既に日本でも実用化されている技術が中心であった。また、情報

基盤整備については、クラウド化やオープンデータ化といった、現在日本が国や都道府県

を中心に推進している森林情報の共有化の方向性と類似している。 

一方で、各国・経営体に共通しているのは、これらの「森林情報の高度化・共有化」の

目的が、 ３）、 ４）に示す「経営の効率性・採算性向上」・「需給マッチングの円滑化」

である点である。例えば、オーストリアやラトビアの事例では、木材供給の安定化・平準

化を実現するために、より正確な在庫情報を把握し、供給計画を作成する技術やシステム

の導入・改良が進められている。 

現在日本では、行政がそれぞれの森林計画を立案するために、「森林情報の高度化・効率

化」が進められているが、今後は林業事業体が「木材需要者の求める川上の情報」を作成

するという視点から、森林情報の整備方針を検討するとともに、整備した森林情報の活用

方法や共有範囲を定めていく必要がある。 

 

                                                   
13  “STICKS” Interpine Group Ltd. https://interpine.nz/sticks-at-harvesttech2017（参照 2019-2-
01） 
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 施業集約化の高度化・省力化 

施業集約化プロセスの課題の一つである「境界明確化作業」については、ニュージーラ

ンドは大規模所有形態が多く、また、オーストリア・ラトビアでは既に国内全域で作業が

終了しているため、本調査では、日本に応用可能な技術は確認されなかった。一方で、ICT

の活用事例ではないが、山林所有規模が日本と近いオーストリアでは、州単位で設置され

る林業組合連合会（WV）という組織が、森林所有者からの依頼を受け、素材生産業者への

請負や原木の合同仕入れ、運材業者のコーディネートの役割を果たしており、木材生産に

おける小規模森林所有形態のデメリットを上手く解消している。 

 

 経営の効率性・採算性向上 

本調査では、林業が産業として成立している地域を対象としたため、「経営の効率性・採

算性向上」については、各国・経営体で最先端の取り組みが進められていた。特に、StanForD

に準拠したハーベスタの造材報告ファイルを活用した、生産性向上のための PDCA サイク

ルの自動化や、造材指示ファイルを活用した価値最適採材（バリューバッキング）の取り

組みは、日本林業への応用可能性を多分に含んでいる。一方で、日本でも各海外の先進事

例と同様に、StanForD 規格のハーベスタデータの活用を進めていくためには、日本林業

に適合したアプリケーションソフトの開発が必要である。 

なお、事例集には、本分野における海外の先進事例として、ニュージーランドの TPF 社

における、「StanforD 規格のハーベスタデータを核とした造材の最適化」の取り組みを取

り上げる。 

 

 需給マッチングの円滑化 

需給マッチングの円滑化には、4.2.5 に示す通り、①森林情報の整備、②伐採計画作成、

③リアルタイムのマッチング、が自動でつながる木材サプライチェーンマネジメントシス

テムを構築することが理想である。その先進事例として、森林情報から伐採・運搬までの、

サプライチェーンの全プロセスをサポートする LVM（ラトビア）のシステムは、日本林業

への応用可能性が高い。 

同システムでは、現地調査や航空レーザ計測成果等を元に、立木の在庫情報を更新する

と、出材・運材計画も自動で更新され、川上で整備した高度な森林情報が、川中・川下の

情報とリアルタイムで紐付き、共有される（①森林情報の整備）。また、最新の資源情報に

基づき、システムが最も効率的な伐採計画を作成し、木材需要者は年に一度、計画に基づ

き、立木を購入する（②伐採計画作成）。また、運用時には、常にシステム上で林内と土場

の数量を確認しながら、現場別に契約した数量の材が確実に出荷されるように安定供給を

実現している（③リアルタイムのマッチング）。 

今後日本では、4.2.5 で示す ICT 活用上の課題も踏まえ、川上から川下までを一貫して

サポートする木材サプライマネジメントシステムの開発・検討を進めていくことが求めら

れる。 
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3.5. 説明会の開催 
 

3.5.1. 開催概要 
「スマート林業」を全国に普及展開するため、都道府県や市町村、林業事業体等を対象

とした説明会を開催した。開催概要を以下に示す。 

スマート林業実践対策地域協議会による事例紹介を行うとともに、今後のスマート林業

の参考とすることを目的として他分野の事例紹介、パネルディスカッションを含めたプロ

グラムとした。 

各発表者の発表資料は、日本森林技術協会 HP に後日掲載した。 

 

表 3.30 説明会の開催概要 

タイトル スマート林業を目指して！ 

日時 2019 年 2 月 13 日（水） 13:30～16:30 

会場 主婦会館プラザエフ 9 階スズラン （東京都千代田区六番町 15） 

参加者数 約 160 名 

プログラム 内容 講演者等 

林野庁挨拶 林野庁森林整備部計画課 

開会挨拶・概要紹介 一般社団法人日本森林技術協会 

他分野における先端技術の事例紹介 

建築・土木分野の事例 

（i-Construction） 

国土技術政策総合研究所 

社会資本マネジメント研究センター 

社会資本施工高度化研究室長 

森川博邦 氏 

農業分野の事例 

（スマート農業） 

株式会社セラク みどりクラウド事業部 兼 デー

タサイエンス事業部 事業部長 

持田宏平 氏 

スマート林業実践対策地域協議会による事例紹介 

石川県 石川県 農林水産部 森林管理課 向瀬信太郎 氏 

長野県 長野県 林務部 信州の木活用課 長澤幸一 氏 

愛知県 愛知県 農林水産部 農林基盤局 林務課 村田典之 氏 

山口県 山口県 農林水産部 森林企画課 吉冨亮太 氏 

熊本県 熊本県人吉市 経済部 農林整備課 大渕修 氏 

パネルディスカッション 

国土技術政策総合研究所 社会資本マネジメント研究センター 

社会資本施工高度化研究室長  森川博邦 氏 

株式会社セラク みどりクラウド事業部 兼 データサイエンス事業部  

事業部長  持田宏平 氏 

森林研究・整備機構 森林総合研究所 林業経営・政策研究領域 

林業システム研究室  鹿又秀聡 氏 

群馬県森林組合連合会 総務部長  高橋伸幸 氏 

東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授  露木聡 氏 

一般社団法人日本森林技術協会  大萱直花（モデレーター） 

閉会挨拶 住友林業株式会社 
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図 3.24 説明会の様子 

 

3.5.2. 参加者へのアンケート 
説明会の参加者に対してアンケートを実施した。質問項目は表 3.31 のとおりである。 

結果を図 3.25～図 3.31 に示す。 

 

表 3.31 アンケート質問項目 

問 1 回答者について 

・所属組織 

・既にスマート林業・林業成長産業化等にむけた地域協議会に参加しているか 

問 2 どのプログラムに期待をして参加したか 

問 3 各プログラムについてどの程度満足したか 

問 4 スマート林業を構成する分野のうち、特に興味がある又は今後取り組んでいき

たい分野は何か 

問 5 スマート林業を構築するための取り組みを所属組織や地域で実施する際、どの

ような課題があると思うか 

問 6 今後、スマート林業を構築していく上で、全国的にどのような支援策があると

良いと思うか 

問 7 今後、このような説明会を開く上で、どのようなプログラムがあると良いと思

うか 
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参加者の所属を見ると、都道府県担当者や市町村担当者、民間企業からの参加が多かっ

た（図 3.25）。また、参加者のうちの 4 割が、既にスマート林業や成長産業化に向けた地

域協議会に参加しているという回答であった。 

特に、スマート林業実践対策地域協議会における事例紹介に期待して参加した人が多か

ったようだ（図 3.26）。 

 

 
図 3.25 問 1 の結果（左：所属組織の回答割合（回答数 101）、右：地域協議会への参画

割合（回答数 61）） 

 

 

図 3.26 問 2 の結果（どのプログラムに期待して参加したか） 

 

報告会の内容に対する満足度は高く、全てのプログラムについて、7 割以上の参加者が

「とても満足した」又は「満足した」と回答した（図 3.27）。特に、スマート林業実践対

策地域協議会における事例紹介に対する満足度が最も高く、他地域等にとって参考となる

内容であったと考えられる。 
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図 3.27 問 3 の結果（各プログラムについてどの程度満足したか） 

 

また、スマート林業を構成する分野のうち、特に興味がある又は今後取り組んでいきた

い分野は何かという質問に対しては、「森林情報の高度化・共有化（ドローンやレーザーに

よる森林資源量調査、森林クラウドによる情報共有など）」が最も多く、次いで「需給マッ

チング円滑化（需給マッチングシステムの整備、運材・配車システムの整備など）」が多か

った（図 3.28）。 

 

 

図 3.28 問 4 の結果（興味がある又は今後取り組んでいきたい分野） 

 

スマート林業を構築するための取り組みを所属組織や地域で実施する際、どのような課

題があると思うか、という質問に対しては、様々な項目が選択されていたが、特に「人材

育成」や、「関係者の連携体制の構築」、「関係者の ICT 化への参加意欲向上」等、「ひと」

に関する課題を重要視する回答が多かった（図 3.29）。 
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図 3.29 問 5 の結果(スマート林業の取り組みを実施する際にどのような課題があると思うか) 

 

今後スマート林業を構築していく上で、全国的にどのような支援策があると良いと思う

かという質問に対しては、「スマート林業の全国的な推進体制の構築」や、「助成金・優遇

制度」、「人材育成対策」といった支援を希望する回答が多かった（図 3.30）。 

 

 

図 3.30 問 6 の結果（スマート林業を構築していく上で、全国的にどのような支援策が

あると思うか） 

 

 今後このような説明会を開く上で、どのようなプログラムがあると良いと思うかという

質問に対しては、「スマート林業実践対策地域協議会における事例紹介」という回答が最も

多かった（図 3.31）。問 2（どのプログラムに期待をして参加したか）の回答からも分かる

とおり、実践対策地域協議会の事例紹介を期待する参加者が多い。また、今回の説明会で
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は実施しなかったが、「企業からの情報提供」を希望する回答も多かった。 

  

 

図 3.31 問 7 の結果（今後このような説明会を開く上で、どのようなプログラムがある

と良いと思うか） 
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 スマート林業の普及に向けて 
 

4.1. スマート林業とは 
 

4.1.1. スマート林業が目指すべき⽅向性 
本事業は、地理空間情報や ICT 等の先端技術を活用し、森林施業の効率化・省力化や需

要に応じた木材生産を可能とする「スマート林業」の構築普及展開を目的としている。ま

た、実践対策における目標としては以下の４点が挙げられている。 

 森林情報の⾼度化・共有化 

 施業集約化の効率化・省⼒化 

 経営の効率性・採算性向上 

 需給マッチングの円滑化 
本事業では、他分野の取り組みの調査や、林業分野での取り組みの分析により、スマー

ト林業が目指すべき方向性について検討を行い、目指すべき方向性として以下のように考

えた。 

 

スマート林業が目指すべき⽅向性 

• 地理空間情報や ICT 等の先端技術を活用し、安全で働きやすく、効率的な森林

施業や需要に応じた木材の安定供給を実現する。 

• さらなる労働⼒不⾜が懸念される中で、 ICT 等の先端技術を活用し生産性を

向上させると共に、林業を魅⼒ある職場とし、担い手の確保・育成を進める。 

【目標】 

 森林情報の⾼度化・共有化 

 施業集約化の効率化・省⼒化 

 経営の効率性・採算性向上 

 需給マッチングの円滑化 

 労働災害のない安全で快適な職

場づくり 

 担い手の確保・育成 

 
また、スマート林業が本来対象とする範囲は、図 4.1 に示す林業の循環すべて、すなわ

ち苗木生産から造林・育林、運材・配送、製品生産までの広範にわたる。これらの各段階

において、ICT 技術を導入し、効率化・省力化を図る必要があるが、実践対策では上記４

点に絞って目標としている。 

スマート林業への取り組みの背景として重要な点の一つに、人口減少が続く中で各産業

の働き手の減少が国として深刻な課題となっていることが挙げられる。林業においても ICT

技術を活用し、1 人当たりの生産性を向上させると共に、労働安全の確保、雇用形態の安
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定化などによる担い手の確保・育成が重要となっている。建設土木分野で進められている

i-construction では労働環境の向上も目標の一つとして挙げられている。他分野と競合して

の林業における担い手確保を考えると、ICT 技術の活用による生産性向上、コスト削減が

従事者へのメリットとして還元されることも重要である。 

 

 

図 4.1 スマート林業の対象範囲イメージ 

 

4.1.2. スマート林業の普及・実現における主な課題 
前述のようなスマート林業や、実践対策での取組成果を今後、全国に広く普及するにあ

たり、現状と課題を表 4.1 のように整理した。 

  



93 
 

表 4.1 スマート林業の普及・実現における主な課題と対策 

主な課題・現状 対策 

目標の明確化が必要。 

・ スマート林業のイメージ

が曖昧。 

 

スマート林業に関する共通認識を業界全体に普及させる。 

例：本事業での説明会開催などの取り組み。 

業界全体で目指す目標値を設定する。 

例：i-Construction「2025 年までに建設現場の生産性 2

割向上を目指す。」 

例：全国で直送率〇割増、就業者数〇人増など 

川上～川下（計画、施業、流通）

が連携した取り組みが必要。 

・ 連携を意識しつつも、デー

タの共有・流通は実現でき

ていない場合が多い。 

地域林業全体の活性化を目指して、行政、事業体ともに異

なる分野間での情報共有を行う。 

例：ドローン画像を資源量把握（計画）のみならず、

造林検査（施業）、伐採計画と需要のマッチング（流

通）にも活用する。 

ICT を利活用できる人材育成・運

営体制の構築が必要。 

・ 高齢化により、ICT 導入が

困難な場合もある。 

・ 様々なツールを使いこな

すことが負担となる可能

性がある。 

ICT を高度に使いこなす人材・指導できる人材の育成を行

うとともに、人材が定着するための環境を整える。 

例：国、県の研修所、大学、専門学校等において、ICT

等の新技術の活用の意義、活用方法等の教育を行う。 

例：ICT 技術を使いこなせる人材が事業体ごとには少

数であるため、事業体間での情報共有のための機会

を創出する。 

林業従事者が ICT 化への参加意

欲を持つことが必要。 

・ 行政主導から、事業体によ

る協議会の運営が実現で

きなければ、補助事業の終

了により取り組みが消滅

する可能性がある。 

・ 技術の導入に初期費用、人

材教育などのコストがか

かる。 

コスト削減のみではなく、従事者へのメリットを示し、事

業体の参加意欲を醸成する。 

例：i-Construction「 『きつい、危険、きたない』から

『給与が高い、休暇が取れる、希望が持てる』を目

指して」 

例：最大のコスト増・リスクとなっている労働災害の

防止に ICT 技術（接近アラートなど）を導入する。 

ICT化によるコスト削減効果は長期的な取り組みの結果で

あり、初期費用等の負担に対する補助等を検討する。 

例：航空レーザ計測までは行政、データの活用は各事

業体で取り組む。 

通信等のインフラ整備が必要。 

・ AI、ロボット等、大量の情

報処理をクラウド上行う

技術は導入できない。 

・ 林内での単木レベルでの

到達は困難。 

必要な情報量を検討し、目的に応じて LPWA 通信を活用

する。 

自動走行等の技術導入には GNSS 位置精度の確保が必要

である。 

例：通信回線が整備されるとネットワーク型RTK-GPS

で仮想基準点を利用でき、位置精度も向上する。 
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4.2. 今後の指導助言の⽅向性 
技術委員会の審議及び今年度の各実践対策地域の取組結果を踏まえ、今後の指導助言の

方向性を以下に示す。 

 

4.2.1. 共通課題 
全体の傾向として、「森林情報の高度化・共有化」、「施業集約化の効率化・省力化」、「経

営の効率性･ 採算性向上」、「需給マッチング円滑化」という各テーマごとの取り組みは進

められているものの、テーマ間でのデータ共有や連携には至っていないことが多い。テー

マごとに担当部署・担当者が異なる場合もあり、今後は全体でのデータ連携を意識して取

り組むことが必要である。現場の林業事業体にとっては、例えばドローン操縦とタブレッ

ト施業提案システムと需給マッチングシステムをそれぞれ使いこなすという状況も発生し

得る。それぞれのシステムで取得したデータがどのようにつながり、生産性の向上や収益

増に結び付くかを示し、取り組みへの参加意欲を醸成する必要がある。 

 

4.2.2. 森林情報の⾼度化・共有化 
（１） 現在の取組における主な課題 

航空レーザ計測や地上レーザ計測、ドローンの活用等、高精度情報を取得するための取

り組みは全ての地域で行われているが、取得したデータをどのように利用していくかとい

うプロダクトアウトのアプローチが多く、目指す姿と費用対効果の両面から最適な技術や

利用手法を検討する体制になっているケースが少ない。 

高精度な森林情報は、森林資源を効率的に施業（省力化）し、有利に売買するため等の

手段の一つとして効果的と考えられるが、そのような大容量データを分析し、現場で利用

するための仕組みが不十分である。 

取得された高精度森林情報を川中－川下側でどのように利用するか、またどのような項

目・内容が必要なのか、最適なフォーマットや共有手段等の運用面での検討が不十分であ

る。 

 

（２） 対策 
地域で最終的に目指す方向性と、必要となる情報（項目・精度）を改めて明確化すると

ともに、費用対効果や技術的な観点から実証すべき取り組みの優先順位を決めることが必

要である。 

川上側だけでなく、インターネット環境等のインフラ面がある程度確保できる領域での

情報の高度化や共有化の可能性についても検討する必要がある。 

取得した情報の将来的な運用方法（データの更新方法やシステム運用方法等）や費用負

担について検討する必要がある。 

 




