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1. 業務概要 
1.1 業務目的 

国有林野事業では、森林の多面的機能を持続に発揮させるため、林分の状況や立地条件な 

どに応じて必要な間伐を実施し、適切かつ効率的な施業を推進している。このような中、限 

られたマンパワーに対応しつつ、収穫調査を効率的かつ適切に実施していくことが重要な課 

題となっている。 

「令和元年度リモートセンシング技術を活用した収穫調査の効率化手法検討委託事業」に 

おいて、航空機によるレーザ計測技術を立木の調査に活用することで、調査の効率化を図り 

つつ、一定の精度で単木及び林分材積を推定できる可能性が示された。 

本事業は、令和元年度事業で検証した航空レーザによる収穫調査手法を実際に国有林野事 

業に導入して製品生産箇所の調査結果報告書を作成するとともに、国有林野事業における航 

空レーザ計測技術の活用について追加の検討を行った。 

1.2 履行期間 
 自）令和 2 年 10 月 1 日 
 至）令和 3 年 3 月 4 日 
 

1.3 業務内容 
（1）検討委員会の設置・運営 

① 検討委員会の設置・運営 
② 議事録の作成 

（2）航空レーザ計測データを活用した収穫調査 

① 森林資源解析 

② 収穫調査 

③ 調査結果報告書の作成 

（3）収穫調査復命書や調査結果報告書の検査方法の検討 

① データ作成精度および検査基準の検討 

② データ作成および検査のマニュアル作成 

（4）最適な作業システムの検討に向けた航空レーザの活用 

① 作業システムの評価および検討 

② 採材シミュレーションによる出材量予測 

（5）取りまとめ 

① 事業報告書の作成 
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1.4 業務対象位置 
事業対象区域は、以下に示す木曽森林管理署管内の針葉樹人工林を対象とする。対象範囲を図 1-1

に示す。対象区域のうち、4,438ha を対象に本事業を実施した。なお、林相区分図作成および森林資

源全体解析は小班全体を対象に実施した。 

 

図 1-1 業務対象区域 位置図 
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1.5 業務内容 
本業務の内容は、以下のとおりである。業務フローを図 1-2に示す。 

 

図 1-2 業務フロー 
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1.6 成果品一覧 

(1) 検討委員会 

① 検討委員会議事録（Word、PDF 形式） 

(2) 森林資源量解析 

① 樹種区分図データ（shape 形式） 

② 単木資源情報データ（shape 形式） 
③ 小班林相資源情報データ（shape 形式） 

④ 小班資源情報データ（shape 形式） 

⑤ 森林資源情報一覧(Excel、PDF 形式) 
⑥ 収穫調査結果（Word、PDF 形式） 

(3) 収穫調査復命書等の検査方法の検討 

① 提出成果様式一覧（Word、PDF 形式） 
② 復命書作成マニュアル（Word、PDF 形式） 
③ データ取り扱いマニュアル（Word、PDF 形式） 

(4) 最適な作業システムの検討に向けた航空レーザの活用 

① 収益性評価区分図（shape、PDF 形式） 
② 採材シミュレーション結果一覧（Excel、PDF 形式） 

(5) 事業報告書（Word、PDF 形式） 

(6) 打合せ記録簿（Word、PDF 形式） 
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2. 検討委員会の設置・運営 

2.1 検討委員の選定 
委員は、本事業の適切な運営に向けた技術的指導及び助言を行うことができる、森林経営及び

リモートセンシング技術等に関する学識経験者等がバランスよく含まれるように配慮し、4 名を

選定した。検討委員会委員を表 2.1 に示す。検討委員会では森林経営や森林リモートセンシング

について検討することから、森林経営や森林計画、森林リモートセンシングやリモートセンシン

グ技術の活用について研究・実績のある有識者へ委嘱した。 
 

表 2.1 本事業の検討委員 

氏 名 所 属 専門分野 最近の研究成果 

加藤
か と う

正人
ま さ と

 信州大学 

先鋭領域研究融合群 

山岳科学研究所 

教授 

森林計画学・森林計測

学・森林科学・レーザ

ーセンシング・森林リ

モートセンシング・森

林 GIS 

加藤正人,張桂安他（2018）ドロ

ーンと航空レーザを組み合わせ

た間伐前と間伐後の森林資源調

査.日本森林学会大会発表データ

ベース,129（0）,76,2018 

西園
にしぞの

朋
と も

広
ひ ろ

 国立研究開発法人 

森林総合研究所 

森林管理研究領域 

チーム長（資源動態担当） 

ICT 技術（リモー

トセンシング技術

による資源解析） 

細田和男,西園朋広他（2016）小

型のデジタルステレオカメラに

よる胸高直径や樹間距離の測定

精度. 関東森林研究   67 155-

156   2016年 3月 

鹿又
かのまた

秀
ひで

聡
さ と

 国立研究開発法人 

森林総合研究所 

林業システム研究室 

ICT 技術（GIS に

よる林業システ

ム） 

鹿又秀聡（2017）,森林 GIS のク

ラウド化に関する現状と展望 

林業経済, Vol.70, No.7, p.11-

27. 

松岡
まつおか

真如
まさゆき

 高知大学 

教育研究部 

自然科学系農学部門 

准教授 

ICT 技術（UAV、

GNSS を活用した

森林調査） 

宮本和樹,松岡真如 他（2015）四

国地方の高齢級ヒノキ・カラマツ

人工林における個体間競争が植

栽木の成長に及ぼす影響日本森

林学会誌    97(4) 171-181   

2015年 
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2.2 検討委員会の開催と検討事項 
検討委員会は表 2.2 に示す日程と検討事項で 2 回開催した。月に開催し、委員からの意見

を聴取し、技術的指導及び助言を受け、事業の方向性を定めた。また、令和 3 年 2 月に委員

会を開催し、調査状況やとりまとめ状況等について、委員からの意見を聴取し、事業報告書

に反映した。なお、検討内容は資料編に検討委員会議事禄要旨として取りまとめた。 

 

表 2.2 検討委員会の開催日程と検討事項 

日程 検討事項 

令和 2 年 11 月 27 日 
 

 （1）森林資源解析の手法に関する検討 
   ①胸高直径推定回帰式の作成手法について 

   ②現地調査の実施 

   ③求められる精度について 
 （2）収穫調査の手法に関する検討 

①調査対象地について 
   ②収穫調査の手法について 

   ③被圧木および立木成長量に関する補正について 

 （3）第 2回検討委員会の検討予定事項 

 

令和 3 年 2 月 12 日  （1）森林資源解析の精度について 
   ①レーザ解析の精度検証結果 

   ②成長量の補正 

 （2）収穫調査の結果について 
①調査対象地の資源情報 

   ②被圧木の本数及び材積の補正について 

 （3）復命書の取りまとめ方法及び検査手法について 

 （4）最適な作業システムの検討に向けた航空レーザの活用

について 
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