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3. UAVによる森林劣化状況把握に関する検討 

3.1. 目的と概要 

近年急速にその利用が広まっている小型UAVのうちマルチコプター1を利用して、森林劣化の状

況を把握するための技術検討を行った。 

マルチコプターは、特にホビー分野を中心にユーザが拡大している。その要因として低価格化

と技術革新があげられる。GPS、コンパス、ジャイロといった様々なセンサーを搭載することで

飛行安定性の向上と容易な操縦性を確保している。また、搭載されるカメラも小型でかつ高性能

となりハイビジョン画質の動画撮影も可能となっている。 

利用分野についてもホビーユースにとどまらず、映画・CM撮影などの映像分野や災害地など危

険地域での実態調査、橋梁などの構造物の定期点検など幅広い分野で利用されている。森林分野

においては、マルチコプターによる空中写真（斜め写真）による施業計画樹立などにも利用され

始めている。 

また、撮影写真を加工する技術も進歩してきている。一般にオルソフォトは、航空機搭載の測

量カメラにより撮影された、それぞれが重なり合った連続写真と写真測量技術によって作成され

る。しかし近年、多視点撮影写真による3次元モデル作成ソフトウエアの普及により、民生用カメ

ラで撮影した写真からも3次元モデルを生成すると同時にオルソフォトを作成することも可能と

なった。 

このSfM（Structure from Motion）と呼ばれる3次元形状復元技術や撮影位置推定技術はコンピュ

ータビジョンの分野において開発され，動画や静止画からカメラ撮影位置を推定し、3次元形状を

復元する要素技術の1つであり、バーチャルリアリティー（VR2）や拡張現実感（AR3）、映画や

ゲームなどの映像制作分野、セキュリティ産業における顔画像などの物体認識、工業分野におけ

るロボットの自律制御や自動車の衝突防止などの運転支援など、非常に広範な分野で適用されて

いる4。 

図3-1に森林劣化モニタリングのなかでの「UAVによる森林劣化状況把握に関する検討」の位置

付けを示す。高分解能衛星から抽出した森林劣化のHotSpot（第2章）に対して林分詳細情報（森

林炭素蓄積量推定など）の把握を目的とし、アクションカメラ5を搭載した安価なマルチコプター

による空中写真撮影を行い、森林劣化の状況把握への適用方法について検討した。また、UAV全

般の特徴、利用可能性、UAVデータからの生成物、運用に係る経費などについて整理した。 

                                                        
1 複数の回転翼をもつ UAV 
2 VR（Virtual Reality）、仮想現実感、コンピュータにより画像・音声などが人工的な環境を作り出し、あたか

も現実であるかのように感じさせること 
3 AR（Augmented Reality）、現実世界の物事に対してコンピュータによる情報を付加すること 
4 SfM を用いた三次元モデルの生成と災害調査への活用可能性に関する研究、井上ら、2014 
5 アクションカメラ：小型軽量のデジタルビデオカメラの総称、ウェアラブルカメラとも呼ぶ 
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図3-1 森林劣化把握手法開発フロー 

 

3.2. UAV の特徴と利用可能性 

3.2.1. UAVの特徴 

UAVとは、Unmanned Aerial Vehicleの略でその名が示す通り無人航空機のことを言う。偵察機な

ど軍事目的のため1916年アメリカで開発され、1991年に中東戦争で実践投入され話題となった。 

UAVはその利用目的によって大きく軍事利用と民生利用の二つに大分される。また機体の構造

から、固定翼と回転翼に二分される。さらに回転翼には回転翼が一つのヘリコプターと複数の回

転翼を持つマルチコプターに分類される。なお、マルチコプターは回転翼が4つ、6つ、8つなどそ

の翼（ローター）数もさまざまである。動力については、リチウムイオンバッテリーなどの電気

エネルギーを動力とするタイプとガソリンを動力とするタイプが存在する。 

搭載カメラは機体のペイロード（最大積載量）に依存するが、小型軽量なアクションカメラか

ら、一眼レフカメラ、さらには赤外線カメラ、小型レーザまで幅広い。 

UAVの機体制御システムの進化も目覚ましく、指定した特定点間を指定した高度・速度で飛行

する自律飛行システムも数種類ある。 

図3-2に各種UAVの写真、カメラ、表3-1にUAVの特徴について取りまとめた。 



3-3 

 

図3-2 UAVと搭載カメラの種類 
  

民生用（農薬散布）シングルローター

固定翼ガソリン 長距離飛行タイプ 

回転翼 6 ローター 

軍事用 固定翼 

固定翼バッテリ 小型タイプ 

回転翼 4 ローター 

アクションカメラ GoProHERO3 

赤外線カメラキャノン S100 改赤外線仕様
一眼レフカメラキャノン EOS-1D 
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表3-1 UAVの特徴 

種類 回転翼，固定翼 動力はバッテリーまたはガソリン 
価格 10 万円～1,000 万円 ホビーユース～空撮専用機、目的に応じて選択 

撮影範囲 
距離 500m～500km 
高度 0～150m 
飛行時間 10 分～4 時間半 

フライト条件 

風速 小型機：5m/秒 
天候 小雨での撮影可能 
飛行時間 飛行時間 10 分～200 分（機体による） 

離発着 
マルチコプター5m 四方、固定翼ではさらに広いエ
リアが必要 

運用形態 必要人数 2 名：パイロット、ナビゲーター（訓練が必要） 

搭載カメラ 
アクションカメラ～一眼レフ 5 万円～80 万円 
赤外線カメラ 30 万円、植生解析に有効 
小型レーザ 高価 

センシング性 
機動性など 

マニュアル操縦の場合、撮影場所付近まで近づく必要がある 
自律飛行性能が高い機体は遠隔地からの飛行可能 
小型タイプはスーツケース等に収納可能、一人で持ち運べる 

 

3.2.2. UAV撮影データからの生成物 

カメラ搭載のUAVによる空中写真撮影から、以下のものが生成される。 

1) 静止画：解像度はカメラ性能に依存するが、最新のアクションカメラでも14メガピクセ

ル程度の高解像度の写真を得ることが可能 

2) 動画：1080iのハイビジョン動画の撮影が可能、撮影時間は保存するメディア（マイクロ

SD）や撮影モードに依存 

3) 3次元モデル：前述の3次元生成ソフトウエアによる、3D pdf形式で閲覧可能 

4) オルソフォト：同上、解像度は撮影高度に依存するが、1~5cm程度 

5) DSM（表層高モデル）：同上、表層面の高さデータ、ソフトによっては相対値 

6) 点群データ（Point Cloud）：同上、3次元空間の点の集合 

撮影から解析の流れを図3-3にUAVによる空中写真からの生成物の例を図3-4に示す。 
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図3-3 撮影から3次元モデル作成までの流れ 

青い四角形は 3 次元空間に自動的に配置された写真

取り込んだ写真 

3 次元復元ソフトの画面 

動画

三次元復元ソフトウエア

撮影計画 
（コース設定、飛行高度、速度、撮影間隔など）

写真撮影

静止画

写真の視野解析による 3 次元配置 

点群データ

オルソフォト 表層高データ 3 次元モデル
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図3-4 UAV撮影コースと生成物の例 
  

撮影コース図 撮影枚数：273 枚、OL、SL：80%）

点群データ 

3 次元モデル 

DSM 

オルソフォト 
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3.2.3. UAV空中写真撮影に係る経費 

小型UAVによる撮影および解析に係る経費を試算した。機体は途上国でも購入が可能な比較的

安価なエントリークラスとした。また、人件費単価はミャンマーの職種別年収より算定した6。な

お、試算には撮影地までの移動に係る費用は含めていない。経費の試算表を表3-2に示す。 

機械費が約21万円、3次元モデル・オルソフォト作成のためのソフトウエアが40万円であり、初

期投資額は合計61万円（デスクトップPCは除く）である。 

試算に想定した機体は1度（1バッテリー）のフライトで約25分飛行可能である。飛行条件を高

度100m、飛行速度4m/秒、OL（オーバーラップ）・SL（サイドラップ）80%とした場合、撮影可

能範囲は約250m四方である。 

1フライトの撮影準備と撤収作業を含めた撮影に係る時間は約45分、パイロットとナビゲーター

の二人で撮影を行うとした場合、人件費は300円となる。仮に1,000箇所の撮影を行う場合、人件

費は30万円となる。 

上記の条件の場合、1モデルの撮影枚数は154枚、オルソフォト、3次元モデル作成など解析に係

る時間は約5時間であり、解析に係る経費は1,000円となる。仮に1,000モデルを解析する場合、1,000

万円となり、撮影と合わせて130万円と試算される。 

その他維持費としてバッテリー、モーター、プロペラなどの消耗品代として年間約5万円かかる。 

表3-2 UAV空中写真撮影および解析に係る経費試算 

区分 種類 個数 金額（円） 備考 

機械費 

機体（カメラ含む） 1 台 160,000 エントリークラス 
工具 1 式 5,000  
予備バッテリー 2 本 30,000  
収納ケース 1 台 15,000  

小計 210,000  
ソフトウエア Photoscan 1 ライセンス 400,000  

年間維持費 交換パーツなど 1 式 50,000
バッテリー、モーター、 

プロペラなど 
合計 660,000  

 

1 モデル 
撮影範囲 250m×250m（6.25ha） 撮影高度 100m 
飛行速度 4m/秒 撮影枚数 154 枚 

 
人件費単価*（円/日） 1600（円） SM メディア株式会社調べによる平均月収より算定 

区分 細分 人数 時間（分） 金額（円） 備考 

撮影費 

撮影準備 2 15（分） 114 パイロット、ナビゲーター 
撮影時間 2 15（分） 114  
撤収作業 2 15（分） 114  

計 2 45（分） 343  
解析費 解析時間 1 5（時） 1,143  

合計 1,486  

 
  

                                                        
6 SM メディア株式会社調べ http://www.smmyanmarmedia.com/ 
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3.2.4. UAVの利用可能性 

小型UAVは簡便に低空空中写真が得られ、必要なソフトウエアさえあれば、オルソフォトまで生

成することが出来る。航空機による空中写真撮影は撮影条件に左右され、撮影に至るまで様々な準

備が必要となるが、小型UAVは機動性が高く天候さえ条件に合えば、即座に撮影が可能である。 

反面、撮影範囲が狭い（小型のUAVで1km四方）、撮影現場付近までパイロットとオペレータ

が到達する必要があるなどの制約がある。 

前述のUAVの特徴とUAVからの生成物を整理することにより、UAVの森林分野などでの利用の

可能性について表3-3に取りまとめた。参考に他分野でのUAVの利用可能性について図3-5に示す。 

基本的には、撮影写真・オルソフォトによる目視による森林の現況把握や林相判読、時系列で

の定点観測によるモニタリングには利用できる可能性がある。樹高、本数、直径、材積といった

林分構成因子は、UAVからの生成物であるDSMや点群データを複合的に利用することで計測でき

る可能性がある。 

表3-3 UAVの森林環境分野での適用可能性 

分野 項目 可能性 備考

NFI、 
森林調査 

概況把握 ◎ 静止画、動画により可能
本数計測 ○ 広葉樹は 、2 時点比較による樹木の減少把握の可能性あり

樹高計測 ○ 点群データより計測可能、2 時点比較による樹高成長の
把握の可能性あり

直径計測 × 直接計測は困難、樹冠面積から推定の可能性あり 
樹冠疎密度 △ DSM より計測の可能性あり

材積計測 △ DSM と DEM の差分、または樹高、樹冠径などより推定
の可能性あり

下層植生 × 疎林であれば可
定点観測 ◎ 空中写真による定点の時系列モニタリング 
林相判読 ◎ オルソ画像を利用
林分断面構造 ○ 点群データより計測可能

その他 
環境調査
など 

マングローブ調査 ◎ 湿地等の現地へのアクセスが不便な場所での利用 
植生調査 ○ 樹種判読、広葉樹は
動物調査 △ 大型動物（オランウータン等）の巣の識別など 
天然資源開発の調査 ○ 砕石、鉱物資源調査
ケシ栽培の調査 ○ UAV 技術研修の際に研修生からのアイデア 
自然災害調査 ◎ 土砂崩壊など災害分野ではすでに利用されている 

その他  ミ国森林局で RF の候補地選定に利用、乾燥地緑化局で
導入計画あり

 

 
図3-5 各分野でのUAV利用可能性 

引用：（一財）リモートセンシング技術センター
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3.3. パイロット調査地域 

UAVの利用可能性の検討は、パイロット調査地域を設定し実施した。パイロット調査地域はカ

ウンターパート機関である森林局と協議の上、治安、アクセス、各種データの整備状況、他国の

支援状態を考慮して2地域を選定した。 

(1) シャン州南タウンジー県 

首都ネピドーから北東に直線で約150kmに位置し、観光地としても有名なインレー湖を含

むエリアであるシャン州（南）タウンジー県をパイロット調査地域の一つとした。 

この地域は前補助事業の調査対象地であるために各種調査データが豊富であり、高木天然

林などのモニタリング、および2章で述べた人工衛星による森林劣化把握のための技術開発の

検証を行う。 

(2) バゴー管区イェダシー郡 

首都ネピドーから南に直線で約25kmに位置するバゴー管区イェダシー郡のチーク植林地

をもう一つのパイロット調査地域に設定した。 

この地域は若齢のチーク植林地において間伐等の森林施業を定期的に行っており、森林施

業前後の状態を比較・検討することで、本数減少といった森林劣化の因子を疑似的にシミュ

レーションし、森林劣化の現状把握のための技術検討を行う。 

図3-6にパイロット調査地域の位置図を示す。 

 

図3-6 パイロット調査地域位置図 

（赤丸：前補助事業の森林調査地、緑丸：チーク植林地） 
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3.4. UAV による森林劣化状況把握のための利用法の検討 

パイロット調査地域内に設定した試験地に対してUAVによる空中写真撮影および森林調査を実

施し、両者の結果を比較検討することで森林劣化の現状把握のための技術的検討を行った。 

シャン州南タウンジー県の試験地は前補助事業の森林調査地とし、UAVによる空中写真撮影を

行い、前補助事業での森林調査結果との関係を検討した。次年度以降も同試験地でUAVによる空

中写真撮影を再度実施し、時系列でのモニタリングにより森林劣化把握のための技術検討を行う

予定である。 

バゴー管区イェダシー郡の試験地は森林施業の計画のあるチーク植林地とし、森林施業の前後

でUAVによる空中写真撮影および森林調査を行った。森林調査結果とUAVの関係を分析するとと

もに、森林施業前後の林分状況の比較し、林分物理量をUAVによって把握するための技術検討を

行った。 

これらの結果を併せて森林劣化把握手法の検討を行う。調査方法のフローチャートを図3-7に示

す。 

 

図3-7 UAVによる森林劣化現状把握のフローチャート 

 

3.4.1. UAVによる空中写真撮影の実施 

シャン州南タウンジー県の試験地1ヶ所、バゴー管区イェダシー郡の試験地2か所、および追加・

試験撮影として首都ネピドーのピンマナ村の山地部で2か所の計5か所に対してUAV（マルチコプ

ター）による空中写真撮影を実施した。当初タウンジー県では高木天然林2ヶ所の撮影を計画して

いたが、うち1ヶ所は強風のためUAVの飛行条件（風速5m以下）を満たせず、撮影を中止した。 

UAVによる空中写真撮影箇所と撮影の様子を図3-8に示す。 
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図3-8 UAVによる空中写真撮影試験地（赤丸、緑丸）と撮影の様子 

 

(1) 使用機体 

空中写真撮影に使用した機体は、DJI社製の 4ロータータイプのマルチコプター

Phantom2Vision+とした（図3-9）。本機は比較的低価格で、取り扱いも容易なことからホビ

ーユースで非常に人気が高く、マルチコプターを世界的に普及させたモデルの最新機である。

小型高性能のカメラとジンバル（カメラの安定装置）を装備し、専用バッテリーの採用によ

り、バッテリー管理を容易にしている。近年、本機はホビーユースにとどまらず、映像や調

査研究の分野でも幅広く利用されている。機体の仕様を表3-4に示す。 

 

図3-9 使用機体とタブレットによる操作画面 

 
  

シャン州 Taunggyi 県

バゴー管区 Yedashe 郡

ネピドー特別区 Pinmana 村

（テスト撮影） 

ネピドー 

バイクで調査地へ移動 

空中写真撮影の様子 
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表3-4 使用機体のスペック 

製 品 名 Phantom2Vision+ 
価 格 15 万円程度 
形 式 4 ローターマルチコプター 
動 力 リチウムポリマーバッテリー 
航 続 時 間 最大 25 分 
飛 行 高 度 150m 以上可能 
電 波 到 達 距 離 最大 700m 
搭 載 セ ン サ ー GPS、気圧計、IMU7、デジタルコンパス 
カ メ ラ 仕 様 14 メガピクセル、HD 動画 1080i、インターバル撮影 
機 能 タブレットによるカメラ操作、FPV8、自律飛行 
全 長 対角線：350mm ※プロペラを除く 
重 量 1242g ※バッテリー・プロペラ含む 

 

(2) 撮影結果 

各試験地でおおよそ80mの撮影高度、80%以上のOL・SL（オーバーラップ、サイドラップ）

で直下撮影を行った。 

なお、使用機体は自律飛行が可能であるが、ネットワーク環境下でタブレット端末による

飛行コース設定が必要となるため、今回はマニュアル飛行によって撮影を行った。コース設

定に必要な撮影高度、飛行速度、コース間隔、撮影間隔は独自に計算し設定した。使用機体

のカメラ諸元を表3-5に、撮影高度別の推定地上解像度、撮影範囲、80%ラップ時の飛行速度、

撮影間隔、総撮影枚数等を表3-6に取りまとめた。 

撮影結果を取りまとめ表3-7に示す。1回の撮影時間はバッテリーに依存するが、おおよそ

15分である。SH01とYD01（施業前）試験地はバッテリーを交換し、2度撮影を行っている。

そのため、撮影枚数が他の試験地に比べ多くなっている。 

PM02は二次林、農地などを含むいくつかの沢をまたぐ場所である。肉眼では確認出来ない

場所をUAVで確認することを目的として試験的に長距離飛行を試みた。 

表3-5 使用機体のカメラ諸元 

Camera model Phantom2 Vision + FC200
Sensor type 1/2.3" 
Sensor resolution (pixel) 4384 3288 
Sensor size X,Y (mm) 6.2 4.6 
Focal length (mm) 5 
(35mm Focal length) 28 

 

表3-6 撮影高度別地上解像度・撮影範囲・撮影間隔（80%ラップ） 

Flight height (m) 150 100 75 50 25 

Ground resolution (cm) 4.2 2.8 2.1 1.4 0.7 

Foot print (m) 
Left-Right 186 124 93 62 31 
Front-Back 138 92 69 46 23 

Overlap (%) Flight speed (m/s) Shot interval (second) 

80 

2 18.6 12.4 9.3 6.2 3.1 
4 9.3 6.2 4.7 3.1 1.6 
8 4.7 3.1 2.3 1.6 0.8 

10 3.7 2.5 1.9 1.2 0.6 

                                                        
7 Inertial Measurement Unit、慣性計測装置 
8 First Person Viewing、リアルタイム映像転送システム 
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表 3-7 UAV による空中写真撮影の諸元 
パイロット 
調査地域 

試験地
No 

撮影日 林相タイプ 撮影範囲
撮影
高度

撮影
枚数

森林 
調査 

備考 

シャン州南 
タウンジー県 

SH01 14/12/04 
高木 
天然林 

350×270m 80m 285 実施  

SH02 ― 
高木 
天然林 

― ― ― 実施 
強風のため
未撮影 

ネピドー管区 
ピンマナ村 

PM01 14/12/11 二次林 320×260m 75m 77 実施  

PM02 14/12/11 
農地、 
二次林 

660×310m 80m 113 未実施 テスト撮影

バゴー管区 
イェダシー郡 

YD01
14/10/08 チーク林 170×115m 80m 273 実施 施業前 
14/12/17 チーク林 170×115m 80m 122 実施 施業後 

YD02
14/10/08 チーク林 110×100m 75m 57 実施 施業前 
14/12/17 チーク林 110×100m 75m 34 実施 施業後 

 

(3) オルソフォト、3次元モデル、点群データ、DSM等の作成 

撮影写真よりオルソフォト、3次元モデル、点群データ、DSMを試験地ごとに生成した。

使用したソフトウエアは比較的安価なPhotoScan（Agisoft社）を使用した。なお、本ソフトウ

エアにはスタンダード版とプロフェッショナル版が存在するが、点群データ、オルソフォト、

DSMの作成ができるのは後者である（参考 表3-8PhotoScanの機能）。 

表3-8 PhotoScanの機能比較 

 
株式会社オーク HP より転載 
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本ソフトウエアによる処理手順を以下に述べる。

1) 使用する写真を選択

2) 写真撮影位置の配列処理（自動）

3) 点群データの作成（自動）

4) 点群データのメッシュ化（自動）

5) メッシュ化された3次元データにテクスチャを配置（自動）

6) 以上の処理が終了すれば、オルソフォト、DSM、3次元モデルを任意の形式で保存できる。 

すべての処理がほぼ自動で行われる。処理時間はPCのスペックと写真枚数に依存する。表

3-9に使用PCのスペックと処理時間の1例を示す。写真枚数が多いほど処理時間を要し、最低

でも8GBのRAMが必要である。 

表3-9 PCスペックとPHOTOSCAN処理時間 

OS Windows7 64bits
CPU Intel Xeon E5-1620 3.70GHz 
RAM 16GB
GPU Quadro FX580, K2000 
写真枚数 285 
全処理時間 約 8 時間 

図3-10～図3-16に作成した生成物を試験地ごとに示す。 
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図3-10 UAV空中写真撮影からの生成物（試験地SH01） 

写真配置と 3D モデル

オルソフォト DSM

点群データ（ワイヤーフレーム表示）
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図3-11 UAV空中写真撮影からの生成物（試験地PM01） 

写真配置と 3D モデル

オルソフォト DSM

点群データ（ワイヤーフレーム表示）
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図3-12 UAV空中写真撮影からの生成物（試験地PM02） 

写真配置と 3D モデル

オルソフォト DSM

点群データ（ワイヤーフレーム表示） 
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図3-13 UAV空中写真撮影からの生成物（試験地YD01施業前） 

写真配置と 3D モデル

オルソフォト DSM

点群データ（ワイヤーフレーム表示）




