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1. 業務概要 

1.1 業務名称 

平成 30 年度国有林野事業における GIS 活用促進検討業務 

 

1.2 業務目的 

日本の国土面積の約 2 割を占める国有林を管理経営する林野庁の職員数は 2017 年時点で

4,653 人にまで減少しており、国有林野事業の効率化を図ることは大きな課題である。GIS

の活用はその解決手段となりうるものであり、本庁、森林管理局や森林管理署では国有林

GIS が業務に利用されているが、利活用内容、方法および機能面の課題は十分に検討されて

いない。そのため、国有林 GIS の課題を明らかにするとともに、業務効率化のために適用

可能性があると考えられる GIS 活用事例の収集・整理、国有林 GIS とその他ソフトウェア

の比較を行い、国有林野事業の業務効率化に向けた GIS の活用方法の提案を行う。 

 

1.3 履行期間 

平成 30 年 12 月 21 日～平成 31 年 3 月 15 日 

 

1.4 納入場所 

本業務に伴う成果品は、表 1.4-1 の場所に納入した。 

 

表 1.4-1 納入場所 

名称 所在地 

林野庁 国有林野部 経営企画課 東京都千代田区霞が関 1 丁目 2 番 1 号 

 

1.5 実施内容 

本業務において、表 1.5-1 の作業を実施した。 

 

表 1.5-1 実施概要 

項番 業務概要 詳細 

1 国有林 GIS の活用状況の調査及び課題の整理 2 

2 国有林野事業の事業効率化のために適用可能性があると考えられる

森林・林業以外の他分野を含む GIS 活用事例の収集・整理 

3 

3 国有林 GIS とその他 GIS ソフトウェアの比較 4 

4 国有林野事業の業務効率化に向けた GIS の活用方法の提案 5 
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2. 国有林 GISの活用状況の調査及び課題の整理 

2.1 国有林 GISの活用状況の調査及び課題の整理 

国有林 GIS の利用状況について、広く現場の声を集めることを目的とし、森林管理局・

森林管理署（森林管理事務所を含む）を対象にアンケートを行った。さらに、アンケート

結果を踏まえ、現場で国有林 GIS が利用されている要因や、逆に利用されていない原因を

把握するために、ヒアリングを行った。以下に、アンケートの実施概要とその結果、ヒア

リングの内容及びその結果を示す。 

 

2.1.1 アンケートの実施概要 

使用したアンケート用紙は巻末資料 2-1 のとおりである。国有林 GIS の利用状況に関する

質問として、全 11 問のうち、3 問を選択式、8 問を自由記入式とした。 

アンケートは 12 月中旬から林野庁内のポータルページに掲載した。回答期限は 1 月 15

日までとし、回答は任意によるものとした結果、117 名から回答を得ることができた。（表 

2.1-1） 

 

表 2.1-1 アンケート実施概要 

項目 内容 

対象者 森林管理局・森林管理署（森林管理事務所を含む） 

回答者数 117 名 

実施方法 林野庁内のポータルページで掲載 

回収方法 任意回答、回答者がメールで回答を送付（送付先：aas.maffgis@ajiko.co.jp） 
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2.1.2 アンケートの結果 

回収した全てのアンケート結果は巻末資料 2-2 のとおりである。以下にアンケート回答の

概要を示す。 

 

(１) 回答者の局区分 

森林管理局の職員数などにより、回答人数は局ごとに異なるが、全ての森林管理局から

回答を得ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1  アンケート回答者の局区分 

 

(２) 国有林 GISを普段の業務に利用しているか 

アンケート回答者のうち、約 90％近くが「国有林 GIS を利用している」と回答した。本

アンケートが任意回答であったことから「国有林 GIS に興味がある」者や、日常的に「国

有林 GIS を利用している」者が多く回答したことが高い利用率となった要因と思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-2  国有林 GIS を普段の業務に利用しているか 
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(３) 国有林 GISの利用頻度 

国有林 GIS を利用している回答者のうち、15％が「ほぼ毎日」、48％が「週一回以上」と

回答した。一方で、28%が「1 ヶ月に 1 回以上」、9%が「年 1 回以上」と、普段利用してい

ない者もいることが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-3  国有林 GIS の利用頻度について 

 

(４) 国有林 GISを利用する主な業務 

国有林 GIS を利用している者のうち、28％が「経営」業務で利用していた。一方で、「土

木」や「治山」業務の利用は 10％未満であり、あまり利用されていないことが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-4  国有林 GIS を利用している主な業務 
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(５) 業務別の利用頻度 

業務別の利用頻度について、図 2.1-5 に示した。「管理」「経営」「育成」「生産」は、約

80%の者が「週一回以上」利用しており、国有林 GIS を高頻度に利用していることが分かっ

た。 

前項で利用率が低かった「治山」は、利用頻度についても「週一回以上」の利用は 50 ％

と低かった。 

 

 

 

図 2.1-5  国有林 GIS を利用している主な業務 
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(６) 国有林 GISを利用していない理由 

「国有林 GIS を利用していない」と回答した 14 人から、国有林 GIS を利用しない理由が

得られた。詳細は表 2.1-2 に取りまとめた。 

国有林 GIS を利用していない理由として、「業務に国有林 GIS が不要」と「業務で国有林

GIS を活用できるが、他で代用している」との意見が多かった。「業務で国有林 GIS を活用

できるが、他で代用している」と回答した者の代用例として、他 GIS ソフトウェアや、口

頭での情報提供、紙の基本図があげられた。また、他で代用している理由として、「他で代

用すれば国有林 GIS を利用しなくても業務に支障がないため」との意見があった。 

 

表 2.1-2 国有林 GIS を利用していない理由 

分類 内容（回答原文ママ） 

業
務
に
不
要 

現在の業務では必要ない 

直接業務に関係ない為 

業務に使用する必要がないため。 

総務グループなので、使う機会が無い。 

自席PCにはインストールされており更新等を実施しているが、業務で使用することがない

ため。 

GISを使用しない業務を行っているため。 

担当業務が総務であるため、業務でどうしても必要となる機会が少ない。 

他
で
代
用 

ＱＧＩＳを利用するようになり、国有林ＧＩＳより優れた機能性と利便性から国有林ＧＩＳを利

用しなくなった。 

業務担当者からの情報提供で足りているため。 

民有林直轄治山事業を担当していた期間があり、使う機会がなかった。また、施業実施

計画図、基本図等を使用していれば業務に支障がなかったため。 

他のＧＩＳを使用 

そ
の
他 

管理監督者の立場であるため。 

操作性が悪い 

地図データ以外使用していないから。 
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(７) 国有林 GISの具体的な利用 

国有林 GIS の具体的な利用について、242 件の回答が得られた。回答内容の一部を表 2.1-3

に取りまとめた。 

計画立案として、木材を搬出する林道の計画やケーブルの設置場所の検討などに利用さ

れていた。また、各職員が現場の調査や測定で得たデータを確認する際に国有林 GIS を利

用していた。例えば、希少種の位置情報を国有林 GIS に取り込み、既存データと重ね合わ

せた位置の確認を行っていた。 

その他、地図閲覧機能として、現地の事前確認の利用があげられた。 

 

表 2.1-3 国有林 GIS の具体的な利用 

分類 内容（回答原文ママ） 

計
画
立
案 

収穫調査における、森林作業道等の搬出路の検討材料として使用。 

森林計画の策定に際する林道密度の把握 

立木公売の評定（搬出計画の作成）で、林地傾斜を算出するために使用。 

ケーブルクレーン支間長と縦断面図の作成 

現
場
で
取
得
し
た 

デ
ー
タ
の
利
用 

希少種の位置情報の登録 

オルソ画像（ドローン）の取り込み。 

伐採造林簿の CSVを取り込み、主伐間伐箇所の表示 

収穫調査や区域付けをした際にGPS上で取ったポイントや軌跡をGISの図面に落とし、

その図面を印刷し、スキャンして国有林基本図(1/5000)に透写している。 

GNSS端末で取得した位置情報等の確認 

地
図
閲
覧 

地図・衛星写真の確認 

山地災害箇所の確認等 

航空写真による林況の確認 

林道計画と伐採関係の比較 

距離計測・面積計測 

資
料
作
成 

保安林協議に使用する位置図兼協議図の作成。 

GISマニュアル作成（研修用など）のため使用 

資料や報告書のための図面作成 

 

  



 

 

 

 

8 

 

(８) 国有林 GISの操作性 

国有林 GIS の操作性について、33％の者が「どちらかといえば使いづらい」、15％の者が

「非常に使いづらい」と回答し、約半数が国有林 GIS に使いづらさを感じていることが分

かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-6  国有林 GIS の操作性について 
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(９) 国有林 GISで「使いやすい」と感じる理由 

国有林 GIS の「使いやすさ」について、156 件の回答があった。回答内容の一部を表 2.1-4

に取りまとめた。 

回答のうち機能性の高さについての回答が 89 件あった。機能の高さについては、林小班

の検索機能、色付け機能、計測機能（距離・面積・断面積）に関する回答が多くみられた。 

その他、国有林 GIS には造林計画などの国有林野情報管理システムで管理されている情

報が搭載されており、小班の情報を確認する際や、林小班の検索に便利であるとの意見が

あった。 

 

表 2.1-4  国有林 GIS で「使いやすい」と感じる理由 

分類 内容（回答原文ママ） 

操
作
性 

１つ１つの機能の操作がシンプルであり、習得が容易だと思う。GIS作業の得手・不得手

がまちまちな全国の職員が使用することを考慮すれば、国有林 GISの持つこのメリットは

大きいと考えている。 

座標系のずれからくる、GeoTiff画像と地図のずれを、位置移動で容易にできる。 

図面塗り分け、作図、修正、複製、データ共有が容易。 

はじめて触った人でもツールバーや横に表示されるタブをみれば国有林野職員が使用

する上で必要なことは大体できる。 

操作性が良く、思い通りの図面等の作成が出来る 

機
能
性 

周囲、林地傾斜などの計測が容易であること。 

距離計測・面積計測におけるトレース機能は便利。 

任意の林小班の図面を任意の縮尺で印刷・出力できること 

林小班を検索・指定すると、面積や平均傾斜角等がすぐに分かること。 

林小班位置検索により、スムーズに検索ができる。 

条件検索や色つけ検索で、複雑な条件設定でも対応出来る 

造林沿革簿等と連携されているため、必要な情報が取得できる。 

知ってさえいればとても多彩な機能があり、細部まで要求に応えてくれる。 

計画編成時、検討箇所をリストアップした CSVファイルを取り込めたので楽だった。 

現場業務においてGPSを携帯しており、収穫調査位置や事業区域の標示、事業の進捗

状況把握等で、GPSデータの取込及び作成に使用している。 

選択した小班に係る帳票データをデータウィンドウですぐ確認でき、CSV ファイルに出力

できる。 
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(１０) 国有林 GISで「使いづらい」と感じる理由 

国有林 GIS の「使いやすさ」について、245 件の回答があった。回答内容の一部を表 2.1-5

に取りまとめた。 

回答のうち、機能性と操作性に関する回答が約半数の 130 件、処理速度の遅さに関する

回答が 50 件であった。また、搭載データが国有林のデータに限られており、民有林のデー

タを搭載してほしいという意見も見られた。 

 

表 2.1-5  国有林 GIS で「使いづらい」と感じる理由 

分類 内容 （回答原文ママ） 

機
能
性 

あまり感覚的にはできていないので、ひたすらマニュアルを読みながら操作を覚える必

要がある。私のように局研修で訓練した人は十分に機能を活かすことができるが、そうで

ない人は最低限の機能しか扱えていない。 

新機能が多々追加されているが、把握しきれていない。 

データの共有等ができない。線形や区域など。 

図面への書き込みに制限が多い 

境界点に位置座標がない 

印刷すると若干縮尺が変わる。 

操
作
性 

操作が直感的にわかりやすいものではない 

衛星写真の切り貼りや、違う衛星写真へ切り替える際の測地系の変更などが非常に使い

づらい。シームレスにしてほしい。 

森林作業道・土場の作設結果を年度ごとに整理しているが、入力できるライン・ポリゴン

の数に制限があるため使いづらい。 

地図要素が多すぎて、この線は何を表した線なのかすぐにわからない（作業道なのか林

道なのか、など）。 

処
理
速
度 

図面１枚印刷するのに２０分かかります。 

背景データに基本図や衛星画像を表示すると動作が遅くなり、地図の移動や印刷に時

間がかかる。 

民有林データ、等高線を入れた場合、処理速度が遅くなる。 

そ
の
他 

印刷が白紙になる。プレビューどおりに印刷されない。 

凡例の色やサイズを変更したい時に項目が多すぎる。探し辛い。 

小班が多数に分割されている時に見にくいのを解消してもらいたい。 

国有林の地図データしか搭載されておらず、民国連携に関する事業を検討する際など、

民有林の状況が把握できない。 
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(１１) 国有林 GISに追加してほしい機能とその用途 

国有林 GIS に追加してほしい機能について、263 件の回答があった。回答内容の一部を表 

2.1-6 に取りまとめた。 

回答のうち、自由で簡易な作画機能を追加してほしいとの意見がみられた。作画機能の

用途として、メモの追加による記録や他者との情報共有に役立てたいとの用途があげられ

た。その他、Google Earth や地理院地図など外部の衛星写真や地図などを国有林に重ね合わ

せたいとの意見があった。 

機能とは異なるが、動作が遅くなることについて処理速度を早くしてほしいとの要望が

みられた。 

 

表 2.1-6  国有林 GIS に追加してほしい機能 

分類 内容 （回答原文ママ） 

機
能
の
追
加 

作画、Excel表等の貼り付け 

グーグルアースや国土地理院の最新衛星画像を参照できると便利。 

小班区画や道路形状などの修正 

GPX、kml、shpファイルの相互変換、加工 

保安林台帳の情報 

ＣＡＤデータへの出力（ＳＦＣ・ＤＷＧ等） 

地図中に吹き出しのようなメモもつけられると引き継ぎもしやすくなる。 

作成した凡例の保存 

そ
の
他 

基本図や衛星写真と GIS上の図面のズレの修正をお願いしたい。個人で位置のズレは

修正出来るが転勤のたびに修正はきびしい。 

動きが軽くなるようにして欲しい 

境界標名の記載 

鳥獣保護区をレイヤーできると狩猟者への指導や区域表示の際に役立つ。 
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(１２) 国有林 GIS以外に利用している GISソフトウェアについて 

国有林 GIS 以外に利用している GIS ソフトウェアとその利用件数は表 2.1-7 のとおりで

ある。 

国有林 GIS 以外で 16 の GIS ソフトウェアが利用されていた。最も利用者数が多かった

GIS ソフトウェアは「QGIS」であり、次いで「Google Earth」であった。 

 

表 2.1-7  国有林 GIS 以外に利用している GIS ソフトウェア 

ソフトウェア名 件数 

QGIS 32 

Google Earth 22 

ArcGIS 4 

国土地理院地図 4 

カシミール 4 

ひなた GIS 2 

BaseCamp 2 

GyoroView 2 

Google map 1 

Ho_CAD Pao 1 

SAGA GIS 1 

ガーミンベースキャンプ 1 

花子 1 

森林クラウド GIS 1 

地理院マップメーカー2 1 

地図ロイド 1 
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(１３) 国有林 GISを使用せず、他 GISソフトウェアを利用している理由 

利用されている他 GIS ソフトウェアのうち、「QGIS」と「Google Earth」の利用理由につ

いて表 2.1-8 に一部抜粋した。 

QGIS は、機能性の高さや、衛星写真と重ねた場合でも動作が快適であることが理由とし

て多くあげられていた。Google Earth は、衛星画像が場所によっては林野庁が購入している

衛星写真より新しいこと、また過去の衛星画像と比較できることが理由として多くあげら

れていた。 

 

表 2.1-8  他 GIS ソフトウェアを利用する理由 

分類 理由 （回答原文ママ） 

Q
G

IS
 

国有林ＧＩＳより機能が多く、使いやすいため。 

目的に応じて多様な図面を作成できる 

日常業務で整理しているExcelデータを属性情報として取り込んで利用することで、視覚

的な把握・整理が可能。 

プラグインで機能を拡張できる 

ドローンの画像も無理矢理だがなんと入れ込むことが可能である。 

衛星画像の質や動作の快適性が圧倒的である 

国土地理院の歩道の確認 

G
o
o
g
le E

arth
 

グーグルアースは衛星画像が綺麗で過去の画像を見ることが出来る。 

境界遠望箇所よりの地上からの画像も見られる。 

衛星写真が新しいため、現地の林況を確認する際に良く利用している。 

国有林 GISには具体的な施設名が入っていないため、併用して使っています。 

民有地の建物等からの位置関係を確認したりする際に民有地の状況を確認することが

できる。 
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2.1.3 ヒアリングの実施概要 

ヒアリングは各森林管理局で行い、最終的な参加人数は 7 森林管理局合計で 42 名であっ

た。ヒアリングを行った日時及び場所を表 2.1-9 に示す。また、ヒアリング当日のタイムス

ケジュールは、表 2.1-10 のとおりである。 

ヒアリングの内容は、アンケート結果を深く掘り下げることを目的としアンケートと同

様の内容とした。さらに「GIS 活用で期待すること」の項目を追加した（表 2.1-11）。 

配布資料として、ヒアリング当日の流れと内容について明記した資料を配布した（巻末

資料 2-3）。その他、参考資料として、事前に実施したアンケートとその結果をまとめた資

料、全てのアンケート結果をまとめた資料を配布した（巻末資料 2-1、2-2、2-4）。 

 

 

表 2.1-9 ヒアリング実施概要 

実施日 実施場所 参加者数 訪問数 

1 月 28 日(月) 関東森林管理局 4 名 3 名 

1 月 31 日(木) 中部森林管理局 7 名 

各 2 名 

2 月 4 日(月) 東北森林管理局 8 名 

2 月 5 日(火) 近畿中国森林管理局 7 名 

2 月 7 日(木) 四国森林管理局 5 名 

2 月 12 日(火) 北海道森林管理局 3 名 

2 月 13 日(水) 九州森林管理局 8 名 

 

 

表 2.1-10 ヒアリング当日のタイムスケジュール 

時間 項目 

13 時 30 分※1
 ヒアリング開始 

14 時 50 分～15 時 20 分 休憩 

～16 時 30 分※2
 ヒアリング終了 

※1四国森林管理局では、13 時からの開始とした。 
※2参加人数などによってヒアリング終了時間は各局で異なった。 
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表 2.1-11 ヒアリングの項目 

項番 ヒアリング項目 

（1） 国有林 GIS の活用状況 

（3） 国有林 GIS の課題 

（4） 他 GIS ソフトウェアの活用例 

（5） GIS 活用で期待すること※ 

（6） その他 

※ 最新技術として、アジア航測から「航空レーザ計測の毎木情報を活用した森林 GIS に

よる業務支援」（巻末資料 2-5）の紹介を 10 分ほど設けた。 
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2.1.4 ヒアリングの結果 

各森林管理局のヒアリング結果は巻末資料 2-6 のとおりである。以下にヒアリングの概要

を示す。 

 

(１) 国有林 GISの活用状況 

① 国有林 GIS の利用環境 

国有林 GIS の研修は各局で毎年 2 回以上（保守業者による操作研修・OJT 研修）、実

施されていた。また、林野庁内のほとんどの PC に国有林 GIS がインストールされてい

る環境であり、利用する環境は十分に整っていた。 

 

② 実際の利用率 

周りに「国有林 GIS に詳しい人がいるか」によって、実際の利用率が異なる傾向が

見られた。周りに詳しい者がいる場合、操作方法が分からない時でも気軽に質問でき

るため、利用率が高い傾向があった。一方で、周りに詳しい者がいない場合は、局の

国有林 GIS 担当者に問い合わせる必要があり、その問い合わせを不便に感じ、利用し

なくなる人がいた。 

国有林 GIS を利用しない人の年齢による違いはなく、「紙での閲覧を好む」という個

人の好みによるものや、「PC が苦手で GIS ソフトウェアの操作に苦手意識を感じる」

ことによるもので、その場合は国有林GISの代わりに紙ベースでの作業を行っていた。 

 

③ 具体的な利用状況 

 地図閲覧 

国有林の情報閲覧として活用している者が非常に多かった。「PC 上から国有林の

地図を見ることができる」、「基本図（紙）を傷めることなく、対象地域の印刷が

できてとても便利」と評価が高かった。 

 

 検索機能 

国有林 GIS では、小班の ID に紐付いて国有林野情報管理システムの情報が搭載

されている。そのため、簡易に次の事業実施対象小班を選択することができるな

どの活用が多く聞かれた。 
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 縦断図表示 

国有林 GIS では、計測線に対し縦断図を表示することができる。ヒアリングで

は、中部と四国での利用が確認できた。中部では、架線の設置を検討する際にこ

の機能を利用していた。四国では、現地に行く前に、現地までの道のりの高低差

を確認するために利用していた。 

 

④ 保守 

要望する機能が毎年随時追加されるという、保守の手厚さに満足している利用者が

多かった。一方で、追加した機能内容が把握できず、国有林 GIS が持つ機能について

十分に活用できていないという意見もあった。 

 

⑤ マニュアル 

機能ごとの利用手順にまとめられたマニュアルがダウンロードすることで閲覧可能

であった。しかし、マニュアルのページ数が多く、業務ごとにどの機能を利用すれば

よいか分からないという理由から、業務に直結した活用ができないとの意見が多かっ

た。 

一方で近畿中国では、業務ごとの国有林 GIS の利用方法についてのマニュアルを作

成していた。 

 

(２) 国有林 GISの課題 

国有林 GIS の課題として、ヒアリングでは「動作環境に起因する課題」と「搭載データ

とその共有に関する課題」が浮かび上がった。以下に詳細を示す。 

 

【動作環境に起因する課題】 

① 動作について 

国有林 GIS を利用する上で、全ての局において「動作が遅い」という認識であっ

た。動作が遅い、止まるなどの問題から、利用しなくなった人もいた。 

動作が遅くなる・止まるタイミングは、例えば、背景データとして衛星写真や基

本図の表示時、複数計画区の閲覧時、シェープファイルの取り込み時など、「容量が

大きいデータの搭載時」であった。 
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② 民有林のデータなど他自治体の GIS データ活用 

低コストで高効率な作業の実施を実現するため、民有林と国有林が連携して木材

生産や路網の整備を行う民国連携が各署で進められていた。署では国有林がどの民

有林と隣接しているかなどの情報把握のため、国有林 GIS に民有林のデータを搭載

したいとの意見があった。 

国有林 GIS には、民有林（GIS データ・森林簿）の取り込み機能があり、他自治体

から提供された民有林の GIS データの閲覧が可能である。しかし、ヒアリングでは

実際に活用しているとの意見は少なく、他 GIS ソフトウェアなどを利用して閲覧し

ている者が多かった。国有林 GIS の民有林データの取り込み機能を活用していない

理由として、民有林を搭載することで国有林 GIS の動作が遅くなることがあげられ

た。取り込み作業の手順が多いことも理由の一つと考えられるが、ヒアリングでそ

のような意見はなかった。 

 

③ 現場で取得したデータの利用 

現場では、GPSシステムを利用した位置情報やそれに付随する写真データに加え、

最近ではドローンを用いた画像データの取得が行われていた。取得データは国有林

の情報と重ね合わせることで、施業計画立案や現場報告などに活用されていた。位

置情報や写真データなどデータ容量の小さいデータであれば、国有林 GIS に搭載し

て閲覧することが可能であるが、ドローンで取得した広範囲にわたる画像データは、

国有林 GIS に搭載しても動作しづらいため、ほとんど利用されていなかった。 

今後も現場では、容量が大きいデータの取得が予想されており、現場で取得した

データを活用するため、大きいデータでも動作上問題がない GIS ソフトウェアが必

要とされていた。 

 

④ 災害時の対応について 

災害時に、他機関から共有されている写真やデータをすぐに確認できる環境がほ

しいという意見があった。国有林 GIS では、重いデータを閲覧できないという環境

から、提供されているデータの解像度を下げるなど容量を小さくする変換作業など

が必要となり、災害などの緊急時にもかかわらず、迅速な対応ができない現状があ

った。 

 

【搭載データとその共有に関する課題】 

⑤ 林野庁内での共有機能 

国有林 GIS 上で作成（編集）したデータ共有には、共有元と共有先、両者におい

て作業（シェープファイルの出力と取り込み）を要するため、うまく活用できてい

ない現状があった。例えば、国有林 GIS の編集機能で修正した「林道予定線」を共
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有する場合、共有元は編集した「林道予定線」をシェープファイルとして出力し、

共有先に送付する必要がある。一方で、共有先は、受け取ったデータを国有林 GIS

上で、シェープファイルを取り込む作業を行う必要がある。両者でシェープファイ

ルの入出力を行うことでデータの共有が可能であるが、これには両者ともに国有林

GIS を使い慣れている必要がある。また、国有林 GIS に慣れていない者の場合は、紙

図面に手書きした共有方法になるケースが多く聞かれた。しかし、GIS を利用してい

る者にとって、GIS データから紙ベースの資料を作成する必要があり、作業の非効率

に繋がっていた。 

そのため、GIS の習得に差があったとしても、双方にとって簡易に GIS データで情

報を共有できる仕組みを必要としていた。 

 

⑥ 最新 GIS データの搭載 

国有林区画の変更内容について、局が修正したものを、随時、局や署、森林事務

所で共有したいという意見があった。現在、国有林区画の変更箇所の更新は、国有

林 GIS 搭載までに「数値基本図等修正業務」（修正図面を基に GIS データを作成する

業務）と「国有林 GIS 保守・運用業務」（国有林 GIS に搭載するデータセットを作成

する業務）の 2 業務を必要としているため、反映には署が区画変更を局に報告して

から少なくとも 1 年の期間を要していた。そのため、最新の情報をリアルタイムで

閲覧できないことに不便を感じる者が多かった。 

 

⑦ データの蓄積 

人事異動の際、異動する者は後任の者に対し担当していた業務の引き継ぎを行う

必要があり、国有林 GIS で蓄積したデータについても同様である。国有林 GIS の機

能には「バックアップ機能」があり、編集した内容を別 PC においても再現すること

が可能である。しかし、国有林 GIS のバージョンが変わると、バックアップファイ

ルが取り込めず、後任に引き継ぐことができないという意見があった。また、バッ

クアップファイルを作成したとしても、後任が国有林GISを利用していない場合は、

バックアップファイルが活用されないこともあり、個人が蓄積したデータが全く活

用されていない現状があった。そのため、個人の作業成果をアーカイブ化し、簡易

に後任に引き継げる環境がほしいという意見があった。 

 

⑧ 背景地図の搭載 

国有林 GIS に、国有林の範囲外の地図情報の搭載を希望する者が多かった。職員

は現地作業前に現地までの行き方を確認する場合、国有林 GIS に県道などの GIS デ

ータを搭載して確認する方法や、Google Earth など別の GIS ソフトウェアで確認する

方法をとっており、追加の作業を必要としていた。そのため、あらかじめ国有林 GIS
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に、国有林以外の地図を取り込んでおくこと、かつ動作も遅くならないことを望む

者が多かった。 

 

(３) 他の GISソフトウェア活用例 

全局において Google Earth が広く活用されていた。また、一部の局や署内では、他 GIS

ソフトウェアを組織的に活用している例もみられた。表 2.1-12 に各 GIS ソフトウェアの具

体的な活用例について示した。 

林野庁で毎年実施される業務研究発表会では、他 GIS ソフトウェアの活用事例や自作の

ツールなどが発表・共有されており、このような場が他 GIS ソフトウェアの活用促進につ

ながっていると考える。 

 

表 2.1-12  国有林 GIS 以外の GIS ソフトウェアの活用例 

 GIS ソフトウェア 活用例 

全
局 

Google Earth Google Earth は、ほとんどの者が個人の PC にインストールしてい

た。Google Earth は直観的な利用が可能なため、ストレスなく使え

ることが、多くの者に利用される理由としてあげられる。 

国有林 GIS から出力した GIS データ（シェープファイル）を kml

ファイルへ変換し、Google Earth の衛星画像と重ね合わせて閲覧し

ていた。Google Earth は、季節ごとや年代ごとの衛星画像を持つた

め、林相の把握に活用していた。 

その他、Google Earth 上で距離の計測や面積を測定することがで

きるので、現場までの距離などの算出に利用していた。 

Google Earth 上に表示するための kml ファイルについて、一部の

局では GIS データを kml 化するツールが利用されており、局で kml

変換したものを局や署で共有して活用している例もあった。最近で

は、Google Earth Pro が kml 変換を必要とせずシェープファイルを搭

載することができるので、Pro を利用する者もいた。 

九
州 

QGIS 個人 PC に QGIS を自らインストールすることで、QGIS を利用し

ていた。 

九州の各署では、QGIS を使って官行造林地の GIS データ（ポリ

ゴンデータ）を作成していた。また情報の更新があった場合は、随

時 GIS データの形状や属性情報を編集していた。 

作成・管理している GIS データは、QGIS 上で表示した状態でマ

ップドキュメントとして保存し、共有フォルダ上においておくこと

で、署内の職員は同じ情報を共有していた。 
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また、現地作業の際の位置把握のツールとして、モバイル GIS が利用されていた。ヒア

リングで把握できた各局の利用モバイル GIS について表 2.1-13 に示す。 

 

表 2.1-13  モバイル GIS の活用例 

 モバイル GIS 活用例 

中
部 

ギョロマン 現地での位置を把握するためのツールとしてギョロマンを

利用していた。ギョロマンは、ギョロ View というデスクトッ

プ型ツールと連携しており、国有林 GIS が管理している GIS

データをギョロ View により変換することで、簡易にギョロマ

ンに搭載することができる。ギョロマンに搭載した小班区画

や林道のデータから、利用者が地図上のどの位置にいるかを

把握することが可能。 

ギョロマンは、国有林 GIS との互換性が非常に良いとのこ

と。局が希望したことで、国有林 GIS のデータを Google Earth

に搭載できるように kml に変換する機能もギョロマンに搭載

されている。 

近
畿
中
国 

モバイルマッパー 現地の位置確認には、モバイルマッパーを利用していた。

モバイル GIS 導入時に、複数のモバイル GIS の精度を確認し、

最も精度が高いと判断したモバイルマッパーを平成 19 年度

から利用していた。 
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(４) 国有林 GIS以外の他 GISソフトウェアの運用想定について 

ヒアリングでは、国有林 GIS 以外の GIS ソフトウェアに移行した場合に想定されるメリ

ットやデメリットについての意見を収集したが、メリット・デメリットというよりも「他

GIS ソフトウェアに移行する場合に求める条件」について多く意見があった。以下にその条

件を示した。 

 

① 利用について 

新しい GIS ソフトウェアに置き換わった場合の定着度は、「業務で必ず作業を必要と

する」システムとしない場合以外は、個人の技量によるものが大きいとの意見があっ

た。より定着度を高めるためには、以下の条件を満たしている必要があるという認識

であった。 

 全ての PC にインストールが可能なこと 

 業務上で利用を必須とすること 

 研修などの学習機会を十分に確保すること 

 マニュアルを充実させること 

 

② 機能性について 

GIS ソフトウェアには、必要な機能のみ搭載されていれば、過剰なスペックである必

要はないという意見があった。これは、より利用の定着度を上げるために、GIS ソフト

ウェアの習得容易性の向上を期待した意見である。 

一方で、現在の国有林 GIS で実施可能な機能については全て網羅する必要があり、

これを満たさない場合は、機能に不満をもつ者が利用しなくなるのではないかという

意見もあった。これについては、現在の国有林 GIS に搭載されている機能が、毎年の

保守で各局から要望した結果追加されたものが多いことが背景としてあげられる。 

 

③ 保守について 

今までの国有林 GIS と同様に、特定の業者が保守を担当してほしいとの意見が多く

あった。利用する上でのトラブルなどを管理する業者の必要性を、認識しているため

と思われる。 
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(５) その他 

① 基本図・国有林野施業実施計画図等 

現在は、基本図や国有林野施業実施計画図を紙で保管しなければいけないという規

則があるが、局によっては、毎年印刷する基本図・国有林野施業実施計画図が使い切

られることなく、廃棄することが多いとの認識があった。そのため、紙として保存す

るのではなく、PDF などのデータとして保存し、必要なときに随時印刷する運用にし

たいとの要望があった。 

 

 

② 国有林や国有林以外の GIS データの整備について 

 境界点番号 

境界点と境界点番号を共に地図上で管理したいとの意見が、全ての局であった。

現在、国有林で管理する境界点のGISデータには境界点番号が整備されていない。

しかし、国有林とそれ以外の境界把握、誤った箇所への侵入・作業などのトラブ

ルの回避のため、多くの者が境界点番号を必要としていた。 

 

 国有林の GIS データの面積や位置情報のズレ 

現在管理している国有林の GIS データと実際の位置とにズレがあるとの意見が

あった。例えば、小班区画の GIS データを衛星写真に重ねた場合、衛星写真の川

がある位置と小班区画が被っているなど、実際の場所とは異なる位置に表示され

る。これは、国有林のデータは今までマイラという紙ベースで管理されており、

測定結果を紙に書き写す際に、緯度経度の表記ミスなどが原因で生じた問題であ

ると考えられる。 

複数の局では、上記のような位置のズレがあった場合は、国有林 GIS の保守業

者に依頼して逐次正しい位置に情報を修正してもらう形をとっていた。位置情報

のズレがある箇所が多くなればそれだけ修正する必要があり、保守作業への問い

合わせなどの作業が増えていた。 
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3. 森林・林業以外の他分野を含む GIS活用事例の収集・整理 

3.1 森林・林業分野 

多数存在する GIS の活用事例から、国有林の管理経営の業務効率化に資する事例を収集

した（表 3.1-1）。収集した事例の資料は、巻末資料 3-1 のとおりである。 

 

表 3.1-1  収集した事例の活用団体とその事例内容（森林・林業分野） 

No 団体 事例内容 

1 日本インタープリテーション協会 現地で取得した写真などの情報共有 

2 
岐阜県森林組合連合会 オンラインサーバでのデータ管理及び計画立

案でのデータの活用 

3 福岡県 糸島市 農林水産課 多種多様なデータを利用した作業計画の立案 

4 院庄林業株式会社 ドローンで取得した画像データ活用 

5 
北海道 総合政策部 情報政策課 QGIS 研修の実施によるGISデータでの情報共

有の促進 

6 社団法人 新潟県農林公社 地図と台帳をシステム上で一括管理 

 

3.1.1 情報共有 

林野庁では、森林管理局や森林管理署、森林事務所など、離れた場所での情報共有が

必要となる場合がある。活用事例では、そのように離れた場所での情報共有の促進や情

報の蓄積に、オンラインサーバを活用する事例がみられた。事例 No1 の日本インタープ

リテーション協会では、Open Data Kit というオンラインサーバにデータを送信するツー

ルを利用して、動植物の観測地点と写真などのデータを他のオフィスと共有していた。

また、事例No2の岐阜県森林組合連合会では、ArcGIS Onlineのデータ共有機能を使って、

複数人が同じデータを閲覧・編集していた。こうした手法は、離れた場所からでも同時

に同じ情報を簡易に閲覧することができ、情報共有の効率化が期待されている。 

 

3.1.2 作業計画の立案 

収集した複数データの解析を用いて計画立案に活用している事例がみられた。事例

No.3 の福岡県 糸島市 農林水産課では、航空レーザ計測や森林資源情報、路網情報など

の複数の森林情報を集約し、環境に配慮した伐採計画や路網計画の立案を行っている。

事例 No2 では、GIS データを用いて自動的に解析を行う「経営計画作成支援ツール」を

職員自ら作成している。他職員でも活用できる環境が整っており、ツールを活用すれば、

職員の能力に関わらず誰でも同じ成果を得ることができる。 
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3.1.3 現場で取得したデータの活用 

現場で取得したデータを解析や計画立案に活用している事例がみられた。No4 の院庄

林業株式会社では、広範な面積の山林を伐採する際、ドローンで上空からの画像を撮影

し、ArcMap で画像を確認することにより、長期の作業期間において作業進捗率を明確に

把握できるようになった。 

 

3.1.4 図面（紙）管理から GISデータ管理への移行 

林野庁は現在、「地図と台帳を分けて管理」し、地図については「マイラでの図面管理」

としている。No5 の事例は、QGIS の活用促進を行うことで、図面での管理から GIS デー

タの管理に移行した事例である。No6 の事例は、林野庁と同様に「地図と台帳を分けて

管理」し、地図については「マイラでの図面管理」をしていたが、新システム構築時に

この仕組みを大きく変更した事例である。 

No5 の北海道 総合政策部 情報政策課では、QGIS 研修を行うことで、共有元と共有先

とで GIS データでの図面データの受け渡しを実現している。これにより、これまで紙図

面の作成後に GIS 化していた同作業の手間や図面データの受け渡しなどの時間コスト、

空間コストを低減した。 

No6 の社団法人 新潟県農林公社では、これまでスタンドアローン型のシステムを利用

しており、図面の管理についてもマイラで手書き作成・管理していた。しかし、新シス

テムを情報の共有化を実現するクライアント/サーバ型としたことを機に、管理地区にお

ける施業情報の変更や図面の編集をシステム上で容易に行い、編集内容を簡易に共有で

きるようになった。また、台帳と地図を分けて管理していたが、新システムの導入に合

わせて、台帳管理と地図管理とを合わせて行うようになり、座標データを多く扱う分収

林管理業務の効率化が期待されている。 
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3.2 森林・林業分野以外 

林野庁で今後 GIS を活用する指針となる事例として、他省庁の事例を中心に収集した。

他省庁の事例内容について表 3.2-1 にまとめた。収集した事例の資料は、巻末資料 3-2

のとおりである。 

 

表 3.2-1  事例の活用省庁とその内容（森林・林業分野以外） 

No 省庁 事例内容 

7 
環境省 生物多様性センター 情報視認性と管理効率化によるデジタル

データの流通促進例 

8 
環境省 総合環境政策局 環境影響評価

課 

複数の多角的な関連データの一元的公開

による活動の促進 

9 
海上保安庁 海洋情報部 海洋情報課 WebGIS での情報公開と職員による継続

的な改良 

10 
海上保安庁 海洋情報部 複数 GIS データから作成した GIS データ

の管理と利用 

 

 

3.2.1 大量のデータ管理 

他省庁が抱える問題として「大量のデータ管理」があり、これは林野庁も同様である。

この問題において、例えば事例 No7 の環境省 生物多様性センターでは、複数サーバ上

のそれぞれのシステムで管理されていた膨大な調査研究データを、サーバ統合し、それ

ぞれのサーバ上で必要だったメンテナンスやセキュリティ設定のコストを抑えた。事例

No8 の環境省 総合環境政策局 環境影響評価課では、各地で各々の形式で管理されてい

る情報を集約し、共通の形式で閲覧できる GIS データとして一元的な閲覧を可能にした。

また、事例 No9 の海上保安庁 海洋情報部 海洋情報課では、ArcGIS for Server を基盤と

することで、大容量のデータの一元的な管理・配信を可能としている。 

データ管理のためのサーバ環境の構築は初期費用が高い印象がある。しかし、上記の

事例は、長期で管理していくうえでのメンテナンス費用や共有などの利便性を考慮する

と、十分にコスト低減や効率化に繋がっていた。 

 

3.2.2 Web公開 

各省庁では、それぞれの分野における開発や研究促進のため、情報を一般公開してい

る例が多い。例えば、事例 No8 の環境省 総合環境政策局 環境影響評価課では、風況マ

ップなど再生可能エネルギー資源情報に関する情報を公開しており、風力発電等事業者
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は、それらの情報から事業の事前調査にかかるコストと運用時のリスクを下げることが

できる。事例 No7 の環境省 生物多様性センターでは、情報を提供するだけでなく、利

用者が見つけた生きものの場所や写真などの情報提供を受ける「いきものログ」があり、

日本全土の生き物の分布状況の把握、一般人の学びの向上の場や研究者のデータ収集源

として活用されている。 

情報を公開している省庁の特徴として、「サーバによるデータ管理」があげられ（「3.2.1

大量のデータ管理」参照）、情報の公開を視野に入れる場合は、サーバの環境構築が必

須と思われる。 

情報の公開は、プライバシーにかかわる情報の公開を避けるなど、公開時の注意点は

多々あるが、公開することでその分野における研究が深まる可能性が高い。 

 

3.2.3 独自の解析、研究発表 

各省庁は独自の情報を持つ場合があり、これらの情報を活用することで、技術の発展

や防災などに役立つ解析結果を得ることがある。例えば、事例 No10 の海上保安庁 海洋

情報部では、自部署で管理しているデータを GIS データ化し、複数の GIS データを組み

合わせて解析することにより、防災・津波対策として利用できる解析結果を公開してい

る。このように、管理している情報を GIS データ化することで新たな技術革新が期待で

きる。 
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4. 国有林 GISとその他 GISソフトウェアの比較 

4.1 比較するソフトウェアの選定とその比較 

比較するソフトウェアは、「GIS ソフトウェアとして単体で利用できる」条件を満たした

ものとした（表 4.1-1）。WebGIS は、GIS として十分な機能を持っているわけではないため、

本検討から省いている。 

 

表 4.1-1  比較する GIS ソフトウェア 

GIS ソフトウェア 作成元（敬称略） 

国有林 GIS（STIMS） 大沢研究室 

ArcMap Esri 

ArcGIS Pro Esri 

SIS 株式会社インフォマティクス（開発元 Cadcorp社） 

MapInfo Pro ピツニーボウズ・ソフトウェア株式会社 

QGIS※ QGIS Development Team 

GRASS GIS※ GRASS Development Team 

カシミール 3D※ 杉本智彦 

※ フリーソフト 
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4.1.1 推奨環境 

推奨環境は、各 GIS ソフトウェアで異なっている（表 4.1-2）。一般的に市販されている GIS ソフトウェアのほとんどは推奨環境が明示さ

れているため、導入時の検討に利用することができる。国有林 GIS は ArcMap の推奨環境に比べると低スペックでの PC 環境で利用が可能と

なっているが、実際明示された推奨環境下で利用した場合であっても動作が遅くなるなど、動作面に課題があった。 

 

表 4.1-2  GIS ソフトウェアの利用推奨環境 

  OS、メモリ、HDD容量 CPU 
プラットフォ

ーム 
メモリ/RAM 

ビデオ/グラフィックカー

ド 
解像度 

ディスク 

容量 

要インストー

ル 

国有林 GIS 

（STIMS） 

 Windows 7  

 HDD：20 GB以上 
1 GHz以上 明示なし 1 GB以上 明示なし 1024*768以上 

明示 

なし 

.NET 

Framework 

4.5.2 以上 

ArcMap 

 Windows 10 Home、Pro、
Enterprise (64-bit (EM64T))  

 Windows 8.1 Basic、Pro、

Enterprise (32-bit、64-bit 

(EM64T))  

 Windows 7 Ultimate、

Professional、Enterprise 

(32-bit、64-bit (EM64T))  

2.2GHz以上 

ハイパースレッディ

ング  (HTT) 、また

はマルチコア推奨 

X86/x64 

(SSE2)  
8GB以上 

NVIDIA、ATI、Intel チ

ップセットをサポート 

メモリ/RAM ：256MB以

上 (推奨) 

24 ビット対応のグラフィ

ックス  アクセラレータ

ー、 

OpenGL 2.0 以上のラ

ンタイムが必要、シェー

ダー モデル 3.0 以上

を推奨 

最新のドライバー 

96dpiで 

1024*768以上 

TrueColour(24b

it) 

4GB 以

上 

.NET 

Framework 

4.5 以上 

ArcGIS Pro 

 Windows 10 Home、Pro、
Enterprise (64-bit 

 Windows 8.1 Pro、
Enterprise (64-bit) 

 Windows 7 Ultimate、

Enterprise、Professional 

(64-bit) 

4 コア 
x64 

(SSE2以上） 
8GB以上 

DirectX 11 機能レベル 

11.0、 

シェーダー モデル 5.0 

または OpenGL 4.5 

（ 96dpi ） で

1024*768以上 

TrueColour(24b

it) 

32GB以

上 

.NET 

Framework 

4.6.1 以降 

 

Internet 

Explorer 11  
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  OS、メモリ、HDD容量 CPU 
プラットフォ

ーム 
メモリ/RAM 

ビデオ/グラフィックカー

ド 
解像度 

ディスク 

容量 

要インストー

ル 

SIS 

 Windows Vista Business 

Edition/Ultimate（SP2）
32bit/64bit 

 Windows 7 

Professional/Enterprise/Ulti

mate（SP1）（Windows XP 

Modeを除く）32bit/64bit 

 Windows 8/Pro/Enterprise 

32bit/64bit 

 Windows 8.1/Pro/Enterprise 

32bit/64bit 

 Windows 10 

Home/Pro/Enterprise 

32bit/64bit  

IntelCore2Duo以上 明示なし 

32Bit版 

2GB以上 

 

64Bit版 

4GB以上 

DirectX 10.1対応のグラ

フィクスカードおよびドラ

イバ（ハードウェアアクセ

ラレータモード使用時） 

または DirectX 10.0 対

応のグラフィクスカード

およびドライバ（3D ウィ

ンドウ使用時） 

1280*800以上 

TrueColour(24b

it) 

1GB 以

上 

.NET 

Framework 

Version 4.5 

 

DVD-ROM

ドライブ 

MapInfo 

Pro 

 Windows XP Professional 

SP3 

 Windows Vista Ultimate 

SP1 

 Windows Vista Ultimate 

64bit（32bit互換モード） 
 Windows 7 Ultimate 

 Windows 7 Ultimate 64bit 

(32bit互換モード) 

Pentium 以上 明示なし 
256/512MB

以上 

ミッド/ハイエンド クラス

の  2D/3D カ ー ド 、

128MB 以上 

1024x768以上 

2GB 以

上 

デ ー タ

用 に
450MB 

Fast 

EIDE 2 

ま た は 

SCSI イ

ンターフ

ェイス 

明示なし 

QGIS(*1) 

 macOS 

 Linux 

 UNIX 

 Windows 

明示なし 
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  OS、メモリ、HDD容量 CPU 
プラットフォ

ーム 
メモリ/RAM 

ビデオ/グラフィックカー

ド 
解像度 

ディスク 

容量 

要インストー

ル 

GRASS 

GIS(*1) 

 macOS 

 Linux 

 Windows 
明示なし 

カシミール
3D(*1) 

 Windows 2000 

 Windows XP 

 Windows VISTA 

 Windows 7 

 Windows 8 

 Windows 8.1 

 Windows 10 

 iPhone 

 iPad 

Windows7が快適に動作する程度の環境 

  



 

 

 

 

32 

 

4.1.2 購入金額と保守 

各 GIS ソフトウェアの保守と、購入金額、マニュアルの整備状況について、表 4.1-3 に示す。 

国有林 GIS の GIS エンジンである JSTIMS はすでに更新されなくなったため、保守は業者によるものとなる。国有林以外では、ほとん

ど利用されていない現状から、林野庁で管理している以外のマニュアルはない。 

ArcMap は、１ライセンスに対する金額が 40 万程度であるが、保守が非常に充実しており、操作上で不明な点があった場合などは、製

品サポートとして随時問い合わせが可能である。マニュアルも Esri 社のホームページで公開されているため、インターネットで検索する

ことにより、目的の機能を確認することができる。その他、ユーザが多いため、Esri 社以外のユーザによる書籍も多く存在する。 

一方で、QGIS は購入金額が無料ではあるが、サポートがなく、マニュアルなども QGIS ユーザが作成したものに限られているため、日

本語のマニュアルがないこともある。また、バージョンごとに使用できる機能、できない機能があるため、独自にマニュアルを作成した

としても、バージョンごとに修正が必要になる可能性が高いことから、独自マニュアルの作成は推奨できない。 

 

表 4.1-3  購入金額と保守、マニュアルの整備 

  
作成元による 

システム保守/保障の有無 

購入金額及び 

保守費用 

マニュアルの整備状況 

更新頻度や日本語対応 

国有林 GIS 

（STIMS） 

属性データが定期的に更新される他、年に一度地図情報が更

新される。 
- 

基本的機能について記載したマニュアルのみ、書籍販売・Web

ガイドなどなし。 

ArcMap 
1年ごとにライセンスを更新することで、開発会社によるサポー

トを受けることが可能。 
1 ライセンス 39万円 

（保守 7万 4000円/年） 

マニュアル、書籍の他、開発会社によるサンプル付のWebガイ

ドが充実している。 

ArcGIS Pro 
1年ごとにライセンスを更新することで、開発会社によるサポー

トを受けることが可能。 

マニュアル、書籍の他、開発会社によるサンプル付のWebガイ

ドが充実している。 

SIS 

有償の保守契約を結ぶことで、開発会社による電話、FAX、

Emailサポートを受けることが可能。 

ユーザ登録を行うことでサポートサイトが利用できる。 

1 ライセンス 48万円 

（保守 9万 6000円/年） 

開発会社が作成したマニュアル、開発会社によるWeb講座があ

る。 
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作成元による 

システム保守/保障の有無 

購入金額及び 

保守費用 

マニュアルの整備状況 

更新頻度や日本語対応 

MapInfo Pro 

有償のメンテナンス契約を結ぶことで、最新版へのアップグレ

ードやテクニカルサポート、コミュニティの利用、オンラインジオ

コーディングサービス（上限あり）などが利用できる。 

1ライセンス 39万 8000円 

（保守 7万 9600円/年） 

開発会社が作成したマニュアル、開発会社による操作トレーニ

ングサービス（有償）がある。 

QGIS 
フリーソフトの為サポートなどはないが、ユーザ間のメーリングリ

ストなどが存在する。 
無償 

オンラインのマニュアル、書籍などがある。 

マニュアルは英文書を翻訳している為、最新機能については、

翻訳されるまで待つ必要や、翻訳されていてもわかりにくい表現

がされている可能性もある。 

GRASS GIS 
フリーソフトの為サポートなどはないが、ユーザ間のメーリングリ

ストなどが存在する。（英語） 
無償 

公式サイトが英語で記載されている他、Web上の関連ページも

日本語は少ない。 

カシミール 3D 
作成者による直接のサポートはなく、不明点などはユーザ掲示

板上で質問をする必要がある。 
無償 

公式マニュアルの他、書籍などが販売されている。マニュアル中

の用語などは学習が別途必要である。 

 

参考費用として、WebGIS のライセンス料を表 4.1-4 に示した。WebGIS のライセンスは、作成する業務機能や利用規模に応じてライセン

ス数を適切に設定する必要があり、デスクトップ GIS のように 1 台当たりの単価で比較することが難しいため、表 4.1-4 では最小構成とした

場合のライセンス費用を示した。 

 

表 4.1-4  WebGIS のライセンス料 

名称 ライセンス料及び保守費用 

ArcGIS Enterprise 
4 コア 400 万円 

（保守 80 万円/年） 

GeognoSIS 
1CPU あたり 240 万円 

（保守 48 万円/年） 
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4.1.3 機能と操作性 

各 GIS ソフトウェアの機能数と操作性、地図表記の容易性について、表 4.1-5 に示す。国有林 GIS は利用できる機能が限られている一方で、

ArcMap、ArcGIS Pro、SIS、MapInfo、QGIS などほとんどの GIS ソフトウェアは機能が多岐にわたり多様な解析が可能であった。さらに、ア

ドインなど新規に機能を追加することができるため、業務に沿ったアドイン・ツールを職員で作成することが可能である。しかし、機能数が

多くなると業務に必要な機能の選択が難しくなり、GIS ソフトウェアに慣れていない者は使いづらいなどの問題もある。 

今回調査対象とした全ての GIS ソフトウェアは、誰でも操作しやすいような工夫があった。例えば、機能ごとのアイコンには、イメージし

やすいようなデザイン、アイコン上にカーソルを合わせると機能名が表示される。その他にも、ドラッグ&ドロップで対象のデータを選択・

表示できるなど直観的な操作が可能であった。 

 

表 4.1-5  機能と操作性 

  機能数 アドイン・ツールの作成可否 直観的操作が可能か 

国有林 GIS 

（STIMS） 

機能が限定されており、習得はさほど困難ではない。外部デー

タを取り込む際には、手順が多くなる。 
アドイン・ツールは作成できない。 各機能の操作は容易である。 

ArcMap 
機能が多岐にわたり、多様な解析が可能となる。全てを習得す

ることは容易ではないが、有償でのトレーニングコースが用意

されている。 

アドイン・ツール作成を支援するテ

ンプレートなどもあり、簡易な内容

であれば作成可能である。複雑な処

理は業者による作成が必要である。 

各機能の使用手順は似た操作でまとめられ

ており、ツールなども一覧表示されているの

で、一通りの操作に慣れてしまえば応用が利

く程度と思われる。 ArcGIS Pro 

SIS 
機能が多岐にわたり、多様な解析が可能となる。全てを習得す

ることは容易ではないが、有償でのトレーニングコースが用意

されている。 

アドイン・ツール作成を支援するテ

ンプレートなどもあり、簡易な内容

であれば作成可能である。複雑な処

理は業者による作成が必要である。 

リボンインターフェースを採用することで、

使用頻度の高い機能をまとめておくなど工

夫することが可能。 

MapInfo Pro 

操作性はシンプルでわかりやすく思われる。

地図作成や印刷などの一部機能ではあるが、

ウィザードなどがある。 
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  機能数 アドイン・ツールの作成可否 直観的操作が可能か 

QGIS ArcGIS と同程度の機能をもち、多様な解析が可能となる。全

てを習得することは容易ではない。 

プラグインなどを機能に含める場合は、その学習も必要とな

る。 

無料で追加可能な豊富なプラグイ

ンが揃っている。 

求める機能がない場合は業者によ

る作成が必要である。 

アイコンを多用しており、文字もシンプルで

分かりやすい。基本的な操作に慣れた後は使

い勝手が良いと思われる。 

メニュー内から操作を探すには GIS の基本

的な知識が必要と感じられる。 

GRASS GIS 
QGIS との連携が必要など、独自の手順があ

る。 

カシミール
3D 

機能が限定されており、習得はさほど困難ではないと思われ

る。 

豊富なプラグインが揃っている。 

自作できない為、求める機能がない

場合は、作成者の提供を待つ必要が

ある。 

メニューは細かいが、よく使用する機能は右

クリックで呼び出せるなど、地図参照の為の

機能習得はさほど困難ではないと思われる。 
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4.1.4 データや地図の共有 

各 GIS ソフトウェアのデータや地図の共有について、表 4.1-6 に示す。国有林 GIS に搭載されている GIS データは、GIS の一般的なデータ

形式であるシェープファイルと異なるため、他 GIS ソフトウェアと共有するには、シェープファイルに変換する作業が必要となる。ArcGIS

や QGIS などの GIS ソフトウェアは、GIS の一般的なデータ形式であるシェープファイルを基本フォーマットとしているため、相互 GIS ソフ

トウェアの利用が簡易である。また、ArcMap、ArcGIS Pro、SIS、MapInfo、QGIS はフォルダ上にある GIS データを参照して閲覧しているた

め、サーバなどのネットワーク上のフォルダにある GIS データを参照することで、他者と同じ GIS データを閲覧することも可能となる。 

その他、地図作成機能として、ArcMap、ArcGIS Pro、SIS、MapInfo、QGIS は、格納されているシンボル以外にも、画像読み込みを行うこ

とでシンボルを自作することで多様な表現が可能である。自作したシンボルは共有することができるため、他者も同様のクオリティを持つ地

図の作成ができる。 

 

 

 

表 4.1-6  データや地図の共有 

  作成 GIS データの他 GIS ソフト上での利用可否 GIS データなどを閲覧・共有できるか 地図表記など表現の容易性 

国有林 GIS 

（STIMS） 

搭載されているデータは特殊な加工作業が必要なた

め、他 GIS ソフトウェアで利用する場合は、変換処理

が必要である。 

共有機能を持たない。 ある程度のシンボルが搭載されている。 

ArcMap 搭載するシェープファイルは GIS ソフト上で基本的な

フォーマットの一つとして流通しているため、他 GIS

ソフト上での利用は可能である。 

また、CAD データやラスタなどにも対応している。 

共有の為にはサーバなどを介する必要があ

る。 

テキストやシンボル、色分けなど多様な表

現力を持つ。 

シンボルは自作もできる。 
ArcGIS Pro 
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  作成 GIS データの他 GIS ソフト上での利用可否 GIS データなどを閲覧・共有できるか 地図表記など表現の容易性 

SIS 

搭載する GIS データは BDS ファイル形式となる。デー

タ変換に優れている為、汎用可能な GIS データの作成

はもちろん、他 GIS ソフトのデータを利用することは

可能である。 

共有の為にはサーバなどを介する必要があ

る。 

小規模な場合、データベースを設けずにフ

ァイルサーバ上で独自フォーマットのファ

イルを共有することで可能。 

テキストやシンボル、色分けなど多様な表

現力を持つ。 

シンボルは自作もできる。 

シンボルには外国人にわかりやすい地図

機能を追加。 

MapInfo Pro 

搭載するシェープファイルは GIS ソフト上で基本的な

フォーマットの一つとして流通しているため、他 GIS

ソフト上での利用は可能である。 

共有の為にはサーバなどを介する必要があ

る。 

ある程度のシンボルが搭載されている。シ

ンボルは自作もできる。 

QGIS 搭載するシェープファイルは GIS ソフト上で基本的な

フォーマットの一つとして流通しているため、他 GIS

ソフト上での利用は可能である。 

また、CAD データやラスタなどにも対応している。 

共有の為にはサーバなどを介する必要があ

る。 

バージョンが異なると日本語設定が変わる

こともあるので、その場合は都度確認が必

要。 

ある程度のシンボルが搭載されている。シ

ンボルは自作もできる。 

GRASS GIS 不明 

カシミール 3D 

作成されるデータは特殊で、他 GIS ソフト上での利用

は難しい。 

使用する GPS データを KML や GPX へ変換することは

可能である。 

共有機能を持たない。 
ある程度のシンボルが搭載されている。シ

ンボルは自作もできる。 
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4.1.5 現場で取得したデータの活用 

現場で取得したデータの活用について、表 4.1-7 に示す。国有林 GIS は、画像データや座標データなどを取り込むことができるが、画像デ

ータなどの重いデータについては、動作が遅くなるなどの問題があった。 

 他 GIS ソフトウェアについては、プラグインなどの機能追加が必要なものもあるが、3D データも含めて現地で取得が想定されるデータの

取り込みが可能だった。 

 

表 4.1-7  現場で取得したデータの活用 

  

3 次元データ 

（X,Y の座標データの他に Z の座標データを持

つデータ） 

画像データ 

（高性能画像、デジタル航空写真、衛星画像、

デジタル写真、スキャンされた地図など） 

位置座標データ 

（GPS で取得したデータの搭載、XY の情報

をもつエクセルデータ） 

国有林 GIS 

（STIMS） 
3D データは扱えない。 

取り込むことができるが、他の GIS ソフトウェ

アに比べて動作が遅くなる。 

使用が可能である。 

ArcMap 

3D データの解析及び 3D の可視化が可能であ

る。 

使用が可能である。 

ArcGIS Pro 

SIS 

MapInfo Pro 

QGIS 
プラグインの使用で 3D 表現が可能である。 

GRASS GIS 

カシミール 3D 
平面図に標高データを加えて 3D 表現が可能で

ある。 
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4.2 国有林 GISの GISソフトウェアとしての評価 

実際に国有林 GIS を操作すると、全体を通して次のような特徴があることがわかった。 

 

4.2.1 GISソフトウェアとしての特徴 

目的特化型の GIS ソフトウェアであり、国有林に関する特定のデータセットを利用す

る前提で作成されている。逐次データを選択する手間なく機能を利用できるため、覚え

てしまえば高度な機能を比較的容易な操作で実現可能となる。例えば定型検索機能は、

調査簿や伐採造林簿などがある前提だからこそ、ほとんどの操作をクリックのみで、複

雑な条件を作成することができるようになっている。 

 

4.2.2 操作感 

GIS エンジンである JSTIMS がすでに更新されなくなったこともあり、基本的な動作に

古さを感じる。例えば、地図をパンした際に、マウスの移動中に画面が描画されないよ

うな点である（マウスボタンをクリック→ドラッグして地図移動した時には描画が更新

されず、マウスボタンを離した瞬間に初めて画面が再描画される）。また、ヒアリング時

の意見でもあった通り、動作が重い。一昨年に購入した当時の比較的高スペックな PC

を用いて、１つの計画区のデータを読み込み、そこで読み込まれた全データを表示させ

ると、目に見えて操作感が悪くなる。この点は、GIS エンジン部分の更新が見込めない

ため、国有林 GIS をこのまま使う場合には、大幅な解消が難しいといえる。更に、JSTIMS

が更新されないことで、今後、必ず発生する Windows のバージョンアップといった動作

環境の変化に追随できない可能性がある。この場合、動作可能な旧 OS の環境を国有林

GIS 用に残す必要があり、コストや場所に加えセキュリティの観点からも課題となる。 

 

4.2.3 汎用的な GIS機能 

一般的に市販されている GIS ソフトウェアと比較して、いわゆる汎用 GIS に通常期待

される機能が欠けている、あるいは分かりにくい。例えば、種々のベクトルデータ（GIS

や CAD）の読み書き、ラスタ形式の読み込み、高度な編集機能、ジオリファレンス、オ

ンザフライ投影、レイヤーの描画機能、データ変換、解析などの機能である。 
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4.2.4 描画機能 

ラベルの自由度が低い。国有林 GIS には「小縮尺では小さく、大縮尺では大きくラベ

ルを表示する」ことは可能であるが、「地図の縮尺によらず一定のサイズでラベルを表示

する」ことができない。このため、林道に沿った番号の表示や、境界点番号を確認する

ために属性値から自動的にラベルを描画する、といったことができない。 

 

このように、国有林 GIS は今後の環境変化の対応が容易ではないといえる。 
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4.3 他 GISソフトウェアでの代替性 

国有林 GIS が持つ機能のうち、国有林 GIS 特有の機能である「検索機能」と「断面図

表示」が他 GIS ソフトウェアで代替が可能かどうかについて、次に示す。代替性の確認

を行う GIS ソフトウェアは ArcGIS とした。 

 

4.3.1 検索機能 

検索機能は、最も利用している機能としてアンケートやヒアリングであげられた機能

である。利用されている理由として、「国有林野情報管理システムの情報が搭載されてい

る」、「検索が簡易」との意見があげられた。 

ArcGIS で同様の検索機能を実現させることは十分に可能と思われる（表 4.3-1）。さら

に、職員が直観的に検索するためには、他 GIS ソフトウェアで新たに国有林用の検索機

能をアドインとして開発することが必要である。 

 

表 4.3-1  検索機能の特徴とその代替性 

機能 検索機能 

【特徴】 

国有林野情報管理システムの情報（調

査簿、樹種別簿など）を搭載しているた

め、国有林に関わる情報を検索項目とす

ることが可能。また、検索するためのダ

イアログは、ドロップダウンリスト形式

や対象項目のチェック形式のため、直観

的に目的のデータを検索することがで

きる。検索結果ごとに色分けされる、色

付け検索も充実している。 

代替性 

※

ArcGIS

を想定 

【代替可能】 

属性情報の結合機能を利用することで、既存の GIS データに、国有林

野情報管理システムの情報を搭載することが可能。 

検索機能として、属性の検索機能から対象の検索値を持つデータを検

索することができる。ただ、検索項目を作業者自身で入力する必要があ

る。色付け検索についても、設定は可能であるが、国有林 GIS に比べる

と簡易ではない。 

そこで、ArcGIS で国有林の検索機能をアドイン開発することで、国有林

GIS の検索機能に近い簡易な検索ツールの作成が可能と思われる。 
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4.3.2 断面図表示 

断面図表示機能は、高低差の把握や架線の設置計画時に、複数の局において利用され

ていた。「縦横断図画面表示」機能については、ヒアリングでは利用しているとの意見は

なかったが、今回の検証範囲内とした。 

ArcGIS で同様の断面図表示を実現させることは可能であるが、追加ライセンスが必要

であった（表 4.3-2）。また、国有林 GIS と同様の操作性を保つためには、既存の解析機

能を組み合わせたアドインを作成する必要がある。 

 

表 4.3-2  断面図表示機能の特徴とその代替性 

機能 断面図表示 

【特徴】 

指定したライン（計測線）に対し、ワンクリックで断面図と架線の表示が可能とな

る（左図）。断面図表示に必要な等高線データはあらかじめ設定されているため、職員

による作業は不要である。 

断面図の他に、森林作業道の計画検討時に利用できる「縦横断図画面表示」機能が

ある。この機能では、予定する森林作業道に対し、必要な切土などを自動で算出する

ことが可能である（右図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替性 

※

ArcGIS

を想定 

【代替可能】※オプション機能の追加が必要 

等高線のラスターデータ（メッシュ状のデータ）を準備することで、

ArcGIS 上でも断面図を作成することが可能である。 

架線の設定、切土の算出なども ArcGIS の機能上は可能であるが、設定

や解析には、ある程度の GIS ソフトウェアの知識が必要となるため、誰

でもワンクリックで利用できるようなアドインでの機能作成が必要とな

る。 

  




