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第2章. ICT を活用した森林資源情報の整備技術の実証 

2.1. 実証概要 

ICTを活用した森林資源情報整備技術の実証を行うにあたり、事前に既存の研究成果等の

収集・分析を行った。 

本事業は、異なる特性を持つ 2機種の地上レーザ機器を使用した。2機種の地上レーザ機

器は、主に針葉樹人工林で使用することを想定しているが、広葉樹天然林や高付加価値材

の単木管理への地上レーザ機器の活用を含めて、針葉樹林と広葉樹林、針葉樹林に広葉樹

が侵入した林相において、「功程調査」、「森林情報解析」を実施した。「功程調査」は、「事

前計画・踏査」、「計測」、「解析」の 3 項目に分け、実際に掛かった時間を計測し、地上レ

ーザ計測の効率性について調査した。「森林情報解析」は、3 つの異なる林相で得た結果か

ら、地上レーザ計測の有効性について調査した。 

本実証で使用した地上レーザ計測の位置付けついて、林野庁（2018）2では以下のように

示している。観測装置を搭載する機器（プラットフォーム）により、計測する高度が異な

り、計測面積やデータの密度が異なる。地上レーザ計測は、地上から計測するリモートセ

ンシング技術の 1つであり（図 2.1）、計測面積はドローンや航空機、人工衛星より狭いが、

データ密度は最も細かくなると言われている。これらの技術を活用する事により、従来の

現地調査より効率化や省力化が図れるようになった。 

森林計測でのリモートセンシング技術の分類について図 2.2 に示す。データの広さと利

用用途により大きく基盤データと補完データの 2 つに分類することができる。また使用す

るセンサにより光学センサとレーザセンサの 2種類に分けられる。基盤データは数千 ha以

上の広範囲をカバーするデータ、補完データは局所的かつ高精度なデータである。センサ

は受動型と能動型に大別され、受動型は対象から放射された電磁波を収集するものであり、

太陽の反射光を受容して観測している写真計測など、いわゆる光学センサを指す。一方で

能動型は観測装置が電磁波を照射し、反射した電磁波を収集するものであり、いわゆるレ

ーザセンサを指す。本事業で使用する地上レーザはレーザセンサを使用し、補完データの 1

つとされている。 

 

                                                   
2 「高精度な森林資源情報の整備・活用のためのリモートセンシング技術やその利用方法等に関する手引

き」,2018 年,林野庁  



 

 

5 

 

図 2.1 プラットフォームの比較（林野庁,(2018)より引用） 

 

 

図 2.2 森林計測でのリモートセンシング技術の分類（林野庁,(2018)より引用一部修正） 

 

2.2. 既存の研究成果等の収集・分析について 

本実証を行う前に既存の研究成果等の収集・分析を行った。 

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うにあた

り、ICT技術を活用する事例として、国土交通省（2016）3を示す。この資料によると、「測

量」、「施工・施工管理」、「検査」の工程に i-construction4を導入する事で、従来方法に比

                                                   
3「i-constraction 委員会：【参考資料】新たに導入する 15 の基準及び積算基準」,2016 年,国土交通省

（http://www.mlit.go.jp/common/001127188.pdf 

 

 

http://www.mlit.go.jp/common/001127188.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001127188.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001127188.pdf
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べ「施工」において「重機の日当たり施工量が約 1.5倍、作業員人数が約 1/3」に省力化す

るとされている（図 2.3）。省力化には地上レーザ計測以外に UAVによる測量や GNSS計測を

使用するなど、複数の ICT 技術を活用して省力化を実践している。そのため新基準及び積

算基準の整備も進んでいる事が分かった（図 2.4） 

 

 

図 2.3 i-constraction を活用した土木工事 

 

                                                                                                                                                     
4 「ICT の全面的な活用（ICT 土工）」等の施策を建設現場に導入する事によって、建設生産システム全体

の生産性向上を図り、もって魅力ある建設現場を目指す取組の事。 
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図 2.4 i-constraction を行う為に整備する新基準及び積算基準 

 

2.3. 現地検証 

2.3.1. 検証方法 

（１）  実証地域概要 

本事業の実証地域は、「林業成長産業化地域」に指定された田辺地域(和歌山県)と大館北

秋田地域(秋田県)とした。各実証地概要について表 2.1 に示す。 

 

表 2.1 実証地域概要 

 

 

 和歌山森林管理署管 1林班い小班に設定した調査地は、ヒノキ人工林であった（以下針

葉樹①という）。実施箇所の位置図を図 2.5 に、計測データから作成した詳細な等高線図を

図 2.6 に示す。森林調査簿によると林齢は 45年生であり、標準地における毎木調査結果か

事業内での呼称 針葉樹人工林 広葉樹天然林 針葉樹人工林（広葉樹侵入）

林業成長産業化地域 田辺地域 田辺地域 大館北秋田地域

森林管理署（調査簿） 和歌山森林管理署 和歌山森林管理署 米代東部森林管理署

林小班名（調査簿） 1林班い小班 40林班ほ1小班 157林班る小班

樹種（調査簿） ヒノキ その他広葉樹、マツ、ツガ、モミ スギ

林齢（調査簿） 45年生 102年生 50年生

実施面積（地上レーザ） 0.84ha 0.25ha 1.50ha

斜面傾斜（地上レーザ） 14.6度 8.4度 30.7度

倒木（現地踏査） 無し 有り 有り

ツル性植物（現地踏査） 無し 無し 有り

成立本数（手計測）

※標準地における毎木調査結

果から算出した。

1,375本/ha 2,199本/ha 2,275本/ha
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ら成立本数は、1,375 本/haであった。（写真 2.1）。地上レーザによる計測結果から、調査

実施面積は 0.84ha、斜面傾斜は平均 14.6度であった。また現地踏査から倒木やツル性植物

は見られなかった。 

 

 

図 2.5 田辺地域（針葉樹①） 
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図 2.6 詳細な等高線図（OWL Manager から出力） 

 

  

写真 2.1 針葉樹人工林 

 

和歌山森林管理署 40 林班ほ 1小班は、主に広葉樹が生育している中に針葉樹が混交して

いる天然林であった（以下広葉樹天然林①という）。実施箇所の位置図を図 2.7 に、地上レ

ーザ計測データから作成した詳細な等高線図を図 2.8 に示す。森林調査簿によると林齢は

102年生であり、構成樹種はその他広葉樹、マツ、ツガ、モミの天然林であった。標準地に
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おける毎木調査結果から成立本数は、2,199本/haであった（写真 2.2）。地上レーザによる

計測結果から、調査実施面積は 0.25ha、斜面傾斜は平均 8.4度であった。また現地踏査か

ら倒木は見られたが、ツル性植物は見られなかった。 

 

 

図 2.7 田辺地域（広葉樹①） 

 

 

図 2.8 詳細な等高線図（OWL Manager から出力） 
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写真 2.2 広葉樹天然林（針葉樹混交） 

 

米代東部森林管理署 157 林班る小班は、スギ人工林であるが広葉樹の侵入が見られる林

相であった（以下針葉樹②という）。実施箇所の位置図を図 2.9 に、地上レーザ計測から作

成した等高線図を図 2.10 に示す。森林調査簿によると林齢は 50年生であった（写真 2.3）。

標準地における毎木調査結果から 2,275本/haであった。地上レーザによる計測から、調査

実施面積は 1.50ha、斜面傾斜は平均 30.7度であった。また現地踏査から倒木やツル性植物

が見られた。 

 

 

図 2.9 大館北秋田地域（針葉樹②） 
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図 2.10 詳細な等高線図（OWL Manager から出力） 

 

 

写真 2.3 針葉樹人工林（広葉樹侵入） 

 

（２）  現地調査方法 

調査地の区分けのイメージを図 2.11 に示す。 

現地調査は、実証する「対象小班」（図中の緑色）の中に、「地上レーザ計測区域」（図中

の青色）と「標準地区域」（図中の黄色）の 2つのプロットを設定した。 

まず調査対象である小班内に、概ね 1ha程度の「地上レーザ計測区域」を選定した。選定

した範囲内を 2機種の地上レーザ機器で計測した。さらに「地上レーザ計測区域」の内側
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に、概ね 0.04ha程度の「標準地区域」を選定した。「標準地区域」内は、2機種の地上レー

ザ機器による計測に加え、直径巻尺とバーテックスを使用した手計測方法を実施した。手

計測は、地上レーザ計測のデータと比較するため、実証区域内の全ての立木の胸高直径及

び樹高を計測した。計測基準は収穫調査規程に則り、胸高直径 3.0cm以上の立木を対象に

計測した。 

調査で使用する地上レーザ機器は、次項で詳述する株式会社 woodinfoが販売する

「3DWalker」と、アドイン研究所が販売する「OWL」である。出力されたデータは、各機器

に対応した解析ソフトを使用して解析する。株式会社 woodinfoは「Digital Forest」、株

式会社アドイン研究所は「OWL Manager」を使用した。 

 

 

図 2.11 調査方法による区分け略図 

 

2.3.2. 検証で使用した地上レーザ機器及び解析ソフト 

（１）  3DWalker 及び Digital Forest について 

3DWalker及び Digital Forestの主な仕様について表 2.2 に示す。 

3DWalker と Digital Forest は、株式会社 woodinfo が販売している地上レーザ計測機器

とソフトウェアである。 
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表 2.2 3DWalker 及び Digital Forest の主な仕様一覧 

 

 

１）  3DWalker について 

3DWalker 及び Paracosm 社製レーザについて写真 2.4 に、3DWalker による計測について

写真 2.5 に、現地における計測イメージを図 2.12 に示す。 

3DWalkerは、Velodyne社製センサを搭載した Paracosm社製レーザ（商品名:PX-80）（以

下「本体」という）を背負子の上部に固定して販売しているものを指す。スキャンスタイ

ルは背負子式であり、写真 2.5 のように背負って使用する設計である。機器の制御はタブ

レットを使用して行う。 

3DWalker の計測方法は、本体から連続的にレーザを照射しデータを取得しつつ、1 秒毎

に全点球カメラで写真撮影をしている。そのため計測している間は、なるべく立ち止まら

ないようにする事が重要である。図 2.12に示すように、計測地内を約 20m毎の歩行間隔を

あけながら計測し、計測範囲のムラを無くすように歩く事が推奨されている。 

計測時間は、約 10 分間隔で区切りながら計測する事が推奨されている。計測データは、

本体内蔵ハードディスクドライブに記録される。また標準地や所有地などの境界を計測デ

ータ上に明示したい場合は、あらかじめ境界を歩き、軌跡として残す必要がある。 

 

3DWalker OWL

スキャンスタイル 背負子式 一脚固定式

レーザ本体 Paracosm　PX-80 自社製

センサ Velodyne　VLP-16
北陽電機株式会社製

UTM-30LX-EW

本体寸法 直径17㎝×高さ28㎝
幅6.6cm×高さ29.6cm×厚さ

14.9cm

機器寸法
幅36cm×高さ106cm

（背負子に据えた状態）

一脚装着時全長（最大／最小）：

197.0cm／101.4cm

重量 5Kg 3.7kg

本体重量 3kg 1.8kg

付属品重量
2Kg

（追加バッテリー、操作用タブレット、背負子）

1.95kg

(一脚、バッテリー）

ライブビューモード：1.5時間

非表示モード：3時間

（共に追加バッテリー無しの場合）

ライブビューモード：2時間

非表示モード：4時間

（共に追加バッテリー1台あたり加算した場合）

販売価格 4,860,000円（税込） 4,104,000円（税込）

スキャン時間 連続 45秒/scan

計測点/秒 約300,000点/秒 43200点/秒

最大照射距離 100m（センサの諸元表による） 60m（センサの諸元表による）

推奨計測間隔 20m（計測時に蛇行する間隔） 7～10m

Digital Forest OWL Manager

オペレーティングシステム windowa7/8/10 windows7/8/10

プロセッサ（CPU) intel Core i3以上 Intel Core i5以上（Core i7推奨）

システムの種類 64bit 64bit

メモリ（RAM) 4GB以上 4GB以上（8GB以上推奨）

外部記憶装置 100GB以上のHDD 10GB以上のHDD（SSDを推奨）

専用解析

ソフトウェア
販売価格 1,620,000（税込） 上記装置金額に含まれる

装置

性能

動作環境

連続稼働時間 4～6時間/バッテリー




