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Ⅰ．はじめに 
 
（１）調査の目的・調査概要 
 
 近年、衛星測量、航空測量、ドローン測量等によるレーザー計測及び画像処理技術や３

次元レーザースキャナによる立木の位置情報や蓄積量の解析技術が急速な進化を遂げてお

り、ＧＩＳ(地理情報システム)を併用することによる資源管理システムの応用が林業分野で

も大きく進展している。最近の事例としては、ＪＩＣＡが、インドネシアに対する技術協

力として、日本の人工衛星ＡＬＯＳによるＰＡＬＳＡＲレーダーを活用した森林資源調査

や違法伐採の監視を実施して、大きな成果を上げている。 
 
 海外産業植林の実施にあたっては、正確な資源量を把握するとともに、それに基づいて、

最適な路網整備や林業機械の効率的運用など、経済学的、かつ生態学的に持続可能な形で

行うことが重要であり、そのためにはレーザー計測やドローンの活用が極めて有効である。

また、山火事や病害虫等の災害に対する予防的な措置や監視にも活用することが想定され

ている。 
  
 このため、海外産業植林委員会に、学識経験者等で構成される調査検討委員会を設けて、

①衛星測量、航空測量、ドローン測量、バックパック型測量などのレーザー計測の最新情

報を収集・比較するとともに、ＧＩＳや３次元レーザースキャナの情報解析技術の特長に

ついて分析を行うことにより、海外植林地の森林管理への応用可能性を検証する。併せて、

②ＧＩＳ及びレーザー計測による海外植林地管理システムの導入の可能性を検討する。 
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以下の 8 名が検討委員会委員である。 
 
仁多見俊夫(委員長) 東京大学大学院 農学生命科学研究科 森林利用学研究室 准教授 
平田 泰雅 国立研究開発法人 森林研究･整備機構 

 森林総合研究所 研究ディレクター 
岩瀬 将美 東京電機大学 未来科学部 ロボット･メカトロニクス学科 准教授 
荒井 芳晴 北越コーポレーション㈱ 資源･原料本部 チップ･パルプ部 

 木材チップ担当部長 
飛田 真作 大王製紙㈱ 資源･資材購買本部･資源部･海外資源課 課長代理 
吉永 謙嗣 日本製紙㈱原材料本部 林材部 調査役 
花山 秀文(１回) 王子グリーンリソース㈱ 資源環境ビジネス本部 

 植林事業部 グループマネージャー 
佐々木慎弥(２回･３回） 王子グリーンリソース㈱ 資源環境ビジネス本部 

 植林事業部 マネージャー 
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（２）海外の森林経営で求められるもの 
 
減り続けてきた世界の森林と，増え続けてきた世界の耕作地・放牧地と表裏一体である

と言っても過言ではない。今後ともこの傾向は続くと考えられる。世界人口の増加により，

年々木材需要が増加してゆくのは自明の理であり，そのための対策が必要である。産業植

林の供給力が小さいままだと天然林に対する伐採圧力は増してゆく｡ 
 
一番の問題は,将来的に新たな産業植林用地を確保することが段々と難しくなることであ

ろう｡これにより,自ずと産業植林の目指す方向は決まって行く｡限られた面積で最大の収穫

量を目指すことである｡最新技術の導入に取り組んでコストを下げ、生産性の高い植林地を

造成し,計画的に循環させることによって,天然林などの貴重な生態系が保護されることに

なる。 
 
海外産業植林は単なる”植林事業”ではない。現地政府，地元関係者，請負業者，商社，木

材需要家、船会社等多くの人々が関わっている“産業プロジェクト”である。長期計画に

基づいて,育種,植栽,保育管理,収穫などを行うことにより,早い所で植裁 6 年後くらいから毎

年一定の収穫量が得られる。収穫後には再植林や萌芽更新を行ない持続的な植林経営を行

なう。一つ一つの工程はコストで成り立っており,植林会社は利益や競争力を確保するため

に努力しなければいけない｡ 

 
産業植林における持続可能性（Sustainability）とは、社会に必要な木材を将来にわたっ

て提供するためにコスト競争力を高めることにある。そのためには正確な資源量の把握が

重要である。森林を計測する技術は年々進歩し続けている。衛星から、航空機から、地上

から、森林の情報を取り込むことが容易になってきた。ICT(Information & Communication 
Technology：情報通信技術)やデータベースの進歩が大きく貢献している。これらの技術を

活用して、“森林の見える化”（何処に、何が、どの位）に取り組むことをおすすめしたい。 
 
また、近年、世界的に TIMO や REIT などの森林ファンドが産業植林推進の大きな原動

力となってきているが、このような投資を産業植林プロジェクトに呼び込むためには、正

確な資源量の把握及びそれに基づく投資信託説明書（目論見書）の作成が不可欠であり、

そのためにも革新的な計測技術の導入が強く求められている。 

 
さらに、今後、産業植林経営において留意しなければならないのは、地球温暖化時代へ

の対応である。ESG（環境：Environment、社会：Social、ガバナンス：Governance）を

意識した経営に取り組んでいない企業には投資しない、融資しないという時代になりつつ

ある。 
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2015 年に国連で「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択された。2030 年ま

でに、持続可能な開発を実現しようということで 17 分野の目標（ゴール）が設けられた。

これが SDGs(Sustainable Development Goals)である。参考までに、森林分野である

“SDGs15”の目標を紹介する。 
 
（目標 15：陸の豊かさを守ろう） 
陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化

への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る 
 
「人間の生命と生活は海洋だけでなく、陸地にも支えられています。植物は人間の食料

の 80%を提供しています、また、私たちは重要な経済資源、そして開発の手段として、農

業に依存しています。森林は地表の 30%を占め、数百万の生物種にとって必須の生息地や、

きれいな空気と水の重要な供給源を提供するだけでなく、気候変動への対処においても不

可欠な役割を担っています。」 
「現在、地球はかつてない土地の劣化に直面し、耕作地の損失は歴史上のペースと比べ

て 30 倍から 35 倍で進んでいます。干ばつや砂漠化も年々、深刻化し、全世界で 1200 万ヘ

クタールの農地が消失し、貧しいコミュニティに影響が及んでいます。確認されている 8300
の動物種のうち、8%は絶滅し、22%が絶滅の危険にさらされています。」 

「持続可能な開発目標（SDGs）は、森林や湿地、乾燥地、産地などの陸上生態系を保全

し、2020 年までにその利用回復を狙いとしています。森林の持続可能な管理を推進し、砂

漠化を食い止めることも、気候変動の影響の緩和に欠かせません。地球上の共通遺産の一

部である自然の生息地と生物多様性の損失を軽減するためには、今すぐ対策を講じなけれ

ばなりません。」 
「森林その他生態系の保全は、持続可能な開発のための 2030 アジェンダを構成する 17

のグローバル目標の一つです。複数の目標を同時に達成するためには、包括的なアプロー

チが必要不可欠です。」 
 
国連環境計画(UNDP)駐日代表事務所ホームページ 
http://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/sustainable-development-goals/goal-15

-life-on-land.html 
 
これからは、SDGs 目標 15 に配慮した森林経営が求められるのは必須である。森林情報

技術（データベース、GIS、GPS、航空写真、衛星データ、レーザー計測技術）を駆使して

“森林の見える化”（何処に、何が、どの位）を達成して、これらの諸課題に適切に対応して

いくと同時に、経済的に持続可能な森林経営すなわち儲かる林業を実現する必要がある。 
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（３）製紙会社海外植林担当者の要望 

 

（Ａ） 

海外植林への新技術導入について、豪州の植林企業と面談した時に、ドローンを使い立

木価値の調査/評価（採算と不採算林地の仕分け）を行っていると話を聞きました。また、

今まで難しかった樹上のコアラのモニタリングに効果が有るとも言っていました。同社の

話を聞き、当社植林地（南ア）への活用を考えてみました。規模的な面もありますが、管

理面では、経験値で蓄積が大凡把握できる事から新技術を有効に活用できるアイデアは浮

かびませんでした。技術面では、樹高が 10m 以上に達した立木の樹冠で虫害が発生します

が、被害地はたいてい斑になっていてヘリによる薬剤散布も効果が見えません。ドローン

や無線ヘリ（最近農業で使っている）を活用し、ピンポイントに薬剤散布できれば面白い

と思います。 

 

新技術導入は、寧ろ地形が急峻な国内林業で活用できれば効果が表れると思います。皆

様経験があると思いますが、毎木調査や標準地調査を行いながら、同時に立木の品等/価値

の計測、搬出費の想定を行います。調査は労力が掛かりますし、立木の素性から品等、歩

留まりまで把握できるような計測器があれば助かります。国内林業の課題として、搬出コ

ストの削減があります。特に架線集材はコストが掛かりますので、架設時にドローンでリ

ードロープを先柱まで引いて行ければ架設の手間は改善できると思います。現実的（ドロ

ーンを想定）には、調査目的よりも造林や搬出へ活用する方が効果が表れると思います。 

 

（Ｂ） 

本件、当社植林地では、ドローンを使用した植林地での材積や原木、ﾁｯﾌﾟ在庫調査への

利用を検討しております。 

現状、測定精度が低いことが問題となっておりますので、より精度の高い機器の調査、

開発に期待しております。 

 

（Ｃ） 

海外植林事業における新技術活用に関し、既に実現したものもあると思いますが下記を

希望致します； 

 

【衛星写真・ドローン空撮 × ＧＩＳ】 

１）病害虫・盗伐・侵入者状況などのモニタリング 

２）マッピング全般（植栽エリア、地権者とのリース面積、保護区境界線画定等） 

３）植林木の密度管理（新植エリア、萌芽更新芽かき作業等） 

４）伐採計画の効率化（林道からの距離に応じた機材配置、雨季を意識した作業計画等） 
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５）植林地位置図データベースの共有（各植林事業者間での防火協力体制目的等） 

６）測樹サンプリングプロットの規模拡大によるサンプリングエラーの低減 

７）チップパイル測量における省力化 

８）バイオマス量の把握 

 

【レーザー計測技術】 

９）単木材積測定の省力化・非破壊的⇒同一個体の継続的測定 

 

課題としては、下記を挙げさせて頂きます。 

（いずれも一長一短なので使い方次第ですし、日進月歩でカバーされつつある部分もあ

ると思いますが）； 

 

【衛星写真】 

ア）被雲率 

イ）高精細衛星画像の価格の高さ 

ウ）無料衛星画像の画質の低さ、撮影頻度の低さ 

 

【固定翼ドローン】 

エ）機体価格の高さ 

オ）速度があるゆえの３Ｄデータの粗さ 

カ）飛行時及び着陸時の破損リスクの高さ 

キ）ＧＰＳの精度（特に高さ方向） 

 

【回転翼ドローン】 

ク）飛行１回当たりのカバーエリアの狭さ 

ケ）ＧＰＳの精度（特に高さ方向） 

 

【３Ｄレーザースキャナー】 

コ）価格の高さ 

サ）風による植林木のブレ 

シ）測点を増やさずに済むソフトウェアの開発 

 

【共通】 

ス）従来法からの切替における移行の在り方 

セ）外業／内業の作業員をどうするか（機器取り扱い・作業精度などに対する教育訓練、

または採用など） 
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（Ｄ） 

目標：大面積植林地での「安く、少人数で、短時間」での蓄積量把握技術の開発 

（千葉大＋日本製紙さんの NEDO 成果報告はまさに、合致するかと思います） 

 

 →既存技術の長短（簡便さ、精度、コスト、汎用性）比較 

 →既存技術の組み合わせ利用の開発（地上計測＆空中計測等） 

 →ただし、高価で複雑な技術の組み合わせでは事業用に導入出来ないため、 

  すべて IT でカバーするのは難しいことも考えられます。 

 →その場合の次善の目標は、「少人数」というところは、いくらか妥協し、 

  たとえば現状の地上調査の弱点を補強できる仕組み作り 

 （サンプリングばらつきを林地全体の画像（画像処理）で補正する等） 

 ・機材と仕組み導入コストで 100-200 万円程度、 

 ・扱いには特別な技術を要しない 
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Ⅱ. 森林経営を支える情報技術 
 
近年、ICT 技術や観測／計測技術の進歩により、森林を取りまく情報を効率よく入手す

ることが可能となってきている。そこで本章では、森林経営に利用可能なデータベース、

GIS、GPS、空中写真、衛星データ、レーザー計測技術の活用について述べる。 
 
（１）データベースの活用 

 
 森林を適正に経営する上で、森林の情報を収集し管理することは不可欠である。しかし

ながら、ただ情報を集積するだけでは、必要な情報を必要なときに迅速に取り出すことが

できない。これらの情報の検索・蓄積を容易にするのがデータベースである。必要な情報

を必要なときに迅速に取り出すといった意味では、電話帳や辞書など紙媒体で検索しやす

いように整理された情報もデータベースということになるが、今日データベースと言った

場合、一般的には、コンピュータ上で作成、保管され、専用のソフトウェアで管理される

ものを指す。 
 データベースには、データをどのような構造や方式で格納、管理するかによって様々な

種類がある。データベースの種類については大きく分けて、階層型データベース、ネット

ワーク型データベース、関係（リレーショナル）型データベース、そして、NoSQL デー

タベースという４つの種類に分類される。 
 
ａ．階層型データベース 
階層型データベースは、データが階層のように構成されており、ツリー構造をとってい

る。ツリー構造とは、一本の幹から複数の枝に分かれて伸びながら、最後には多数の葉を

つける木に似た形の構造をとることから名づけられた（ただし、実際の図では上から下に

枝分かれしていくため、木を逆さにした形で描かれる）。ある 1 つのデータが他の複数の

データに対して親子の関係をもつ。そのため、あるデータにアクセスするためのルートは

必ずただ１つとなる。しかし現実には、必ずしも親子間のデータが 1 対多となるとは限ら

ず、多対多となるケースもあり得る。また、このようなデータを保持するためにはデータ

が冗長になってしまう。加えて、階層型データベースでデータにアクセスするには、プロ

グラマーがあらかじめ階層構造を理解しておく必要がある。また、階層構造に変更があっ

た場合には、それに合わせたプログラムの改変も必要になる。 
 

ｂ．ネットワーク型データベース 
ネットワーク型のデータベースは、多対多の関係性が表せるように関係性のあるデータ

をノードで繋げたものを指す。階層型データベースが組織図のようなツリー構造であるの

に対し、ネットワーク型データベースは網の目状にデータが結ばれている。 
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 ネットワーク型の登場によって、階層型データベースの冗長性の問題は排除されたが、

階層型データベースと同じく、ネットワーク型でもプログラムがデータ構造に依存してし

まう問題は解決されておらず、データ構造が変更されるとプログラムを新たに開発する必

要がある。 
 

 
図 1．階層型データベースとネットワーク型データベースの構造 

（www.oracle.com/technetwork/jp/articles/index-155309-ja.html より引用） 
 
ｃ．関係（リレーショナル）型データベース 
上記の２つのデータベースはデータ構造への強い依存性が問題であった。このことが、

データベースの本来の目的であるデータの整理・一元化を難しくしている。データ構造を

意識したプログラムが必要性であることや、データ構造の変更に伴うプログラム改変が必

要なことは、多くのユーザーにとってメインテナンスに大きな工数と負荷をかけることに

も繋がる。この問題を解決するため、考えられたのが関係型データベースである。 
関係型データベースでは、行と列から構成される 2 次元の表形式でデータを整理・格納

する。列は各項目を表し、行はデータのエントリー（レコード）を表す。データ同士の関

係は複数の表と表との関係によって関連付けられ、データにアクセスするには SQL とい

う構造化問い合わせ言語によりユーザーの目的に応じて自由な形式で簡単にアクセスでき

るのが特徴である。また、関係型データベースは、重複排除や一元管理のためのルールを

持っており、階層型データベースやネットワーク型データベースの持つデータの冗長性や

プログラムのデータ構造への依存といった問題点が解消されている。この優位性のため、

現在では一般に広く普及していてデータベースの主流となっている。関係型データベース

は UNIX や Windows、LINUX など様々な OS 上で動くものが増えてきており、操作性や

メインテナンス性に優れているため、データベース市場の約８割を占めていると言われて

いる。 
関係型データベースは、階層型データベースやネットワーク型データベースと比べて、

プログラムとデータを分離して扱える利点がある。すなわち、プログラムとデータの独立

性が高いため、データ構造に修正が入ったとしてもプログラムへの影響は極めて小さい。 
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関係型データベースは RDBMS（Relational Database Management System：リレー

ショナルデータベース管理システム）と呼ばれる専用のソフトウェアによって作成・運用

されることが多い。データベースの管理は RDBMS が行い、他のソフトウェアは必要なと

きに RDBMS へ接続して操作を行う。RDMBS への指示には SQL という言語が標準的に

用いられ、データベースの作成や削除、テーブルへのデータの追加や更新、指定した条件

を満たすデータ集合の抽出などの操作を行なうことができる。 
 

 
図 2．リレーショナル型データベースのイメージ 

（www.pursue.ne.jp/jouhousyo/SQLDoc/Image/join01.gif より引用） 
 
代表的な RDBMS としては以下のシステムが挙げられる。 

 
 

ｄ．NoSQL データベース 
 NoSQL は、システムで取り扱えるデータ量の増加に伴って生じる処理パフォーマンス

面での問題に対処するために開発されたものである。「NoSQL」の「No」は否定の意味で

の「No」ではなく「Not only」の略とされる。データベース全体でのデータの整合性には

・Oracle－商用 RDBMS として、世界で最も多く使われている 
・Access－Microsoft 社の Office ファミリーの RDBMS 
・MySQL－世界で最も使われているオープンソース RDBMS 
・Postgre－SQL 日本で比較的人気のあるオープンソース RDBMS 
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目をつぶって、キーとなる値とキーに紐づくデータを格納する「キーバリュー型」等があ

る。データの整合性よりも処理パフォーマンスが重視されるようなシステムで活用されて

いる。 
 森林を管理・経営する上でデータベースの活用は必須である。比較的安価なシステムで

効率を挙げられるが、一方で、データベースが論理的に構築されていなければ、効率よく

必要な情報が引き出せない。データを雑然と格納するのではなく、整理整頓して蓄積して

いくことが重要である。 
 
（２）GIS の活用 
 
地理情報システム（GIS：Geographic Information System）は、地理的位置を手がか

りに、位置情報を持ったデータ（空間データ）を総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、

高度な分析や迅速な判断を可能にする技術である。GIS では位置情報によってそれぞれの

空間情報が関連づけられ、多くの空間情報から必要な情報を抜き出すことができるのが大

きな特徴である。我が国においては、1995 年に発生した阪神淡路大震災での震災対応がう

まくいかなかったことをきっかけとして急速に発展した。また、この頃からパーソナルコ

ンピュータの演算能力が飛躍的に高まり、価格も低廉化したことも GIS の普及を後押しし

た。 
1990 年代から 2000 年代にかけては、Esri 社の ArcGIS（90 年代は ARC/INFO）が GIS

の汎用ソフトウェアの先駆けとなっていた。それ以外にもフリーソフトの GRASS などが

あったが、ワークステーション上で動くコマンドベースのソフトウェアであったため一般

のユーザーには使いにくいソフトウェアであった。ArcGIS の寡占化が進むことで、ユー

ザーコミュティが拡大し、様々な分野のユーザーによる利用ガイドの出版や Web サイトの

開設、それぞれの分野で利用できるモデルの開発が進み、利便性を高めることとなった。

このことが現在の GIS の利用拡大の大きな一因となっている。その一方で、基本ソフト以

外にもラスター解析に必要なモジュールなど追加のモジュールを揃えると 100万円程度の

価格となり、空間情報を専門に扱う部署ではともかく、少し利用してみたい、あるいは、

空間情報管理にそこまでお金は掛けられないといった場合には手を出しにくいものであっ

た。ただし、学生にはアカデミック価格が用意されていたため、大学で ArcGIS を習得し

た潜在的ユーザーは多く、これらのユーザーが会社での空間情報解析の大きな戦力となっ

ていった。 
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図 3．GIS の概念 
（https://www.sokuryo.or.jp/saigai/tg_04 より引用） 

 
2000 年代半ばを過ぎた頃から、パーソナルコンピュータ上で動く扱いやすいフリーのソ

フトウェアが登場してきた。ドイツの研究者グループが開発した SAGA GIS は最初のリリ

ースが 2001 年と古く、パーソナルコンピュータ上で利用できる無償で入手できるオープ

ンソース（ソフトウェアの設計図に当たるソースコードを無償で公開して、誰でも自由に

そのソフトウェアを改良して、再配布できるようにしてあること）の GIS ソフトウェアの

先駆け的存在であった。その後も開発・改良が進み、現在ではバージョン 6.3.0（2018 年

2 月 20 日版）がダウンロードのサイトにアップされている。 
 

・SAGA GIS の Web サイト 
http://www.saga-gis.org/en/index.html 

 
2009 年にリリースされた QGIS も同じく無償で利用できるオープンソースの GIS ソフ

トウェアであり、無償でありながら、有料・高額な GIS ソフト（代表的なものは前述の

ArcGIS）に近い機能・操作性を備えており、機能の追加も無料のプラグインで行うことが

出来る。現在、QGIS のバージョンは 3.0.1 で下記のサイトからダウンロードすることが

できる。QGIS の大きな特徴は日本国内に多くのユーザーがいることで、日本語でのマニ

ュアルも利用可能となっている。また、QGIS は Windows・MacOSX・Linux・Android
版がリリースされており、職場で作成した空間データをタブレットやスマホを利用して現

地で閲覧することが可能になっていて、機動性に優れている。 
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・QGIS の Web サイト 

https://www.qgis.org/ja/site/ 
 
 QGIS は無償ということもあり、マニュアル的な Web サイトもいろいろと見られる。 例
えば、愛媛県農林水産研究所林業研究センターでも森林管理のために QGIS の利用マニュ

アルを作成している。 
 
・QGIS 使用マニュアル ～我が家の森林が空から見える！～ 

https://www.pref.ehime.jp/h35126/4356/documents/qgis_manual.pdf 
 
北海道庁の職員の喜多耕一氏が執筆され、全国林業改良普及協会から出版された下記の

ガイドは、森林関係のユーザーに定評があり、Amazon でも購入でき、電子書籍版も出版

されている。ただし、下記の書籍は QGIS を林業分野で利用するためのガイドであり、GIS
を学習するためのガイドではない。このため、GIS そのものをさらに深く学習したい場合

には、他の書籍にあたる必要がある。 
 
・業務で使う林業 QGIS 徹底使いこなしガイド 

http://kouapp.main.jp/ringyogis/ 
 
 無償のソフトウェアを活用することにより、幅広い層での空間データの共有が可能とな

り、また、ノートパソコンやタブレットで活用できることで現場での活用の幅が広がって

いる。 
 

GIS を活用することによりできることは、大きく分けて次の 3 つである。 

 
 GIS の機能の分類には様々な分類があり、通常、上記の分類より細かく分類されている

場合が多いが、それぞれの機能は大局的に見れば上記の分類のいずれかに当てはまる。 
 
ａ．空間データの作成・更新 

GIS を活用する上で最も重要なことは、活用するための空間データが存在することであ

る。既存の空間データがあるときには、その空間データを用いる GIS ソフトウェアに所定

・空間データの作成・更新 
・空間データの可視化 
・空間データの関連解析 
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のフォーマットで取り込み（インポート）活用することができる。しかし、必要とする空

間データ、例えば、経営する森林の林小班の空間データが存在しない場合、独自にデータ

を作成する必要がある。また、林小班の材積や平均樹高、平均胸高直径といった森林簿情

報は小班の空間データとリンクする必要がある。GISではこれらの処理を行う必要がある。 
空間情報は時間とともに変化するため、データ更新の作業が必要となる。例えば、プラ

ンテーションの一部を伐採した場合、空間データとしては伐採地の境界（ポリゴン）情報

が必要となる。この更新においては、例えば、GIS 上で空中写真を下に敷いて空間データ

の更新を行うことが可能である。また、現地での測量データを取り込むという方法もよく

用いられる。一般的に、空間データの作成には費用をかけるが、空間データの更新が滞り

がちな場合が多く見受けられる。しかし、更新が長らく行われないと、空間データの可視

化、関連解析に正確性を欠き、GIS が使われなくなる原因となる。データの「鮮度」を保

つことが、GIS を有効に活用するための鍵となる。 
 
ｂ．空間データの可視化 
 GIS に対して、一般のユーザーが最も求める機能が空間データの可視化である。GIS で

は、林小班界、行政界、オルソフォトなどそれぞれの空間データがレイヤー（層）と呼ば

れる。このレイヤーを重ね合わせて可視化することにより、目的に合った地図を作成する

ことが出来る。また、近年では標高情報を加えることで、3 次元表示も盛んに行われる。

尾根筋や谷筋を視覚的に確認することで、より現場の状況を把握しやすくなる。 
 
ｃ．空間データの関連解析 
 GIS で最も重要な機能は、複数の空間データからそれらの関連を解析し、必要となる情

報を分析して取り出す機能である。GIS が使われ始めた当初は、前述した可視化の機能、

特に、複数の空間データから地図を作成する機能が注目されていたが、現在では、GIS で

モデルが組み込みやすくなっており、空間データの関連解析が以前と比べ格段に実行しや

すくなっている。 
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図 4．レイヤーの重ね合わせによる必要な情報の抽出 

（https://www.esrij.com/getting-started/what-is-gis/ より引用） 
 
（３）GPS の活用 
 
 GPS（Global Positioning System）は、宇宙に配置された衛星からの信号を受信してレ

シーバーの位置を把握するアメリカ合衆国によって運用されているシステムである。GPS
の活用としては、第一に自分のいる位置を把握することである。現在多くの人がスマート

フォンで利用している Google Map は、スマートフォンに内蔵された GPS で自分のいる

位置を把握して、目的地までの最短ルートを決定してくれる。これまでカーナビゲーショ

ンで用いられたシステムが、多くの人が所有するスマートフォンに搭載されたことにより、

誰もが意識しないうちに GPS を利用するようになってきている。カーナビゲーションで

は用いる地図が古くなった場合、ユーザーが買い換える必要があるが、Google Map では

インターネットを介して常に無料で最新の地図データが提供されていることも利用の拡大

につながっている。 
 他の GPS の利用としては、写真への位置情報の付与や移動ルートのトラッキングがあ

る。スマートフォンなどであまり意識しないうちに写真が場所ごとに整理されているとい

った経験をすることがある。これはスマートフォンで写真を撮影した際にその位置の情報

が撮影した写真と紐付けされてファイルに保存されるためである。移動ルートのトラッキ

ングでは、シカに GPS を取り付けて、被害対策のためその行動範囲を把握するのに活用

する事例が見られる。また、境界測量の場面でも GSP が活用されている。高い精度が求

められない境界測量では、GPS を携帯してログから境界線を復元する。これに対して高精

度の境界測量が必要な場合には、相対（ディファレンシャル）測位と呼ばれる方法を用い

て測量する必要がある。 
前述したとおり、GPS はアメリカ合衆国による衛星測位システムのことを指している。

これ以外に、ロシアの GLONASS や中国の Compass などのシステムが運用を始めており、
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衛星による測位システムを GPS と表現するのは正しくない。そこで現在は「全地球航法

衛星システム」または「汎地球航法衛星システム」（Global Navigation Satellite System：

(GNSS) ）という用語が用いられ、国土地理院が定める公共測量に係る作業規程の準則に

おいては、従来の「GPS 測量」の用語に代えて、2011 年 4 月からは「GNSS 測量」の用

語を使用するように改訂されている。 
GPS は上空 2 万 km を周回する 32 機の GPS 衛星（6 軌道面に配置）、GPS 衛星の追跡

と管制を行う管制局、測位を行うための利用者の受信機で構成される。GPS 衛星からの信

号には、衛星に搭載された原子時計からの時刻のデータ、衛星の軌道の情報などが含まれ

ている。GPS 衛星から発信された電波が受信機に到達するまでに要した時間に光の速さを

乗じることにより、GPS と受信機との距離が算出される。GPS 衛星は軌道情報から宇宙

空間での位置座標を有している。受信機は GPS 衛星を中心として、算出された距離を半

径とした球面上のどこかに位置することになる。2 つの衛星から電波を受信した場合、2
つの球面が重なる円周上のどこかに受信機があることになり、3 つめの衛星から電波を受

信した場合、円周と球面の 2 つの交点のどちらかに受信機があることになる。そして、4
つめの衛星からの電波を受信することで、受信機の位置が一点に定まることになる。すな

わち、GPS を用いて自分の位置を把握するには、少なくとも上空にある 4 つの衛星からの

電波を捕まえなければならない。しかし、衛星に搭載されている原子時計の精度には限界

があり、位置測位には誤差が伴う。このため、1 つでも多くの衛星からの電波を受信する

ことで、この誤差を小さくすることが出来る。しかし、山の広い斜面で測位している場合、

4 機より多くの衛星からの電波を受信しても位置の精度が上がらないことがある。これは

全天に配置された衛星のうち、山の斜面側の衛星からの電波が斜面に邪魔されて届かず、

谷側の方向に配置された衛星からの電波のみ受信してしまうためである。この場合、仮想

される衛星を中心とした円球が重なるように配置され、結果としてそれらの交点としての

受信機の位置を求めるときに各衛星からの誤差を打ち消し合わなくなるためである。 
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図 5．GPS 測位の原理 
 
 このような問題は、都市のビルの谷間でも発生する。そこで、我が国ではこの問題を解

決するため、「みちびき」という準天頂衛星システムを開発し、運用を開始している。「み

ちびき」とは、準天頂軌道の衛星が主体となって構成されている日本の衛星測位システム

のことで、英語では QZSS（Quasi-Zenith Satellite System）とよばれる。日本で常に天

頂付近に１機の衛星が見えるように、複数の軌道面にそれぞれ配置された衛星を組合せて

利用し、軌道は、軌道傾斜角（赤道面からの軌道面の傾き）を持って、地球の自転と同じ

周期で地球を周回するように設定されている。衛星が常に天頂方向にあるため、山やビル

等に影響されず全国をほぼ 100%カバーすること可能である。1 機の人工衛星が日本の真

上に滞在できる時間は 7～9 時間程度であり、複数機を時間差で入れ替えることにより、

常に 1 機が日本の上空に滞在するように計画されている。2018 年 1 月には、「みちびき」

が 4 機体制になり、軌道の関係からこのうち 3 機はアジア・オセアニア地域の各地点では

常時見ることができる。みちびきは GPS と一体で利用できるため、市販の GPS で安定し

た高精度測位を行うことを可能とする衛星数を確保することができる。2015 年 1 月に政

府により策定された新たな「宇宙基本計画」において、「2023 年度をめどに持続測位可能

な 7 機体制での運用を開始する」と決定されている。 
 GPS の活用については最初に記述したとおり、自分の位置を特定したり、移動ルートを

記録したりするほかに、相対測位による測量に用いられる。相対測位では、複数の受信機

（基本的には 2 台）で 4 個以上の GPS 衛星を同時に観測して受信機間の相対的な位置関

係を計測する方法で、単独測位より高精度の位置の測位が可能である。各観測点で同じ衛

星の電波を受信していることや衛星から発射された電波が同じような気象条件の中を通過

してくることから、２点の観測値の差をとることにより、観測値に含まれる衛星の位置誤
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差や対流圏・電離層遅延量が消去される。相対測位には、複数の受信機で単独測位を行っ

てそれぞれの位置情報から相対位置を求める DGPS と、複数の受信機と衛星との距離の差

（行路差）を搬送波の位相により求め、受信機間の相対位置を決定する干渉測位がある。

一般的に DGPS より干渉測位の方が高い精度での位置の測位が可能である。 
 

 
図 6．相対測位の原理 

（http://grindgis.com/blog/difference-between-gps-and-dgps より引用） 
 

DGPS では、基準点において計測された GPS 測位補正情報を利用できることが必須で

ある。測位補正情報として可能なものは、日本の場合、船舶の沿岸航行を支援する海上保

安庁による中波ビーコンや気象衛星MTSAT（ひまわり）からDGPS情報を放送するMSAS
（MTSAT Satellite-based Augmentation System）などがある。また、前述した「みちび

き」からも測位補正情報が送られている。MSAS とは、静止衛星型衛星航法補強システム 
（Satellite-based Augmentation System）の一つである。はじめは航空機に導入され、の

ちにカーナビゲーションシステムなどにも取り入れられている。最近の GPS 受信機では

SBAS を受信する機能が標準で搭載されていることが多く、SBAS の受信可能範囲で容易
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に DGPS の利用が可能となっている。 
 

 
図 7．静止衛星型衛星航法補強システムにより方正情報が取得可能な範囲 

（https://www.uavnavigation.com/company/news-and-events/uav-navigation-depth-glo
bal-navigation-satellite-system-gnss より引用） 
 
干渉測位では最高で mm オーダーの測位可能であり、日本においては国土地理院が地殻

変動の計測にも用いている方法であるが、高価な専用の受信機を必要とするため、一般の

ユーザーには向いていない。 
 
（４）デジタル空中写真の活用 
 
「デジタル空中写真」をインターネットで検索すると、「デジタル化された」空中写真と

「デジタル撮影された」空中写真に関連する Web サイトがヒットする。現在、航空機搭載

型デジタルカメラで撮影された空中写真（あるいはデータ）が中心となってきているが、

これまで撮影された膨大な枚数のアナログの空中写真の利用においてもデジタル化が着実

に進んでいる。国土地理院が保有する昭和 22 年頃から撮影された約 100 万枚の空中写真

については、すでにデジタル化され、データが無償でダウンロード出来るようになってい

る。ここではこの「デジタル化された」空中写真と「デジタル撮影された」空中写真を合

わせて「デジタル」空中写真として取り扱うことにする。 
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図 8．国土地理院の地図・空中写真閲覧サービス 
（http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1） 

 
 空中写真は、これまで森林資源の評価や森林資源調査、モニタリングに広く活用されて

きた。1850 年代には、すでに海外ではバルーンからの空中写真を用いて植生マッピング

が試みられていた。それから長い年月を経て、空中写真から森林の林分情報を判読する技

術が培われてきた。この判読の補助として、 判読カードが作成された。また、伐採に伴う

小班界の更新や災害時の被災地域の把握など、様々な目的で空中写真は用いられてきた。 
 1990 年代後半に入り、コンピュータは著しい進化を遂げた。これに伴い、様々なソフト

ウェアと周辺機器の開発が進んだ。これにより、空中写真を高解像度のスキャナーで読み

込み、デジタル空中写真として取り扱うことが可能となった。また、今世紀に入りデジタ

ルカメラによる空中写真撮影が行われるようになった。 
 デジタル空中写真の最も大きな特徴は当然のことだが「デジタルデータ」であるという

ことである。つまり、地上の被写体はすべて数値情報として配列されている。これにより

オルソ画像作成の際の演算が容易になり、また、GIS ではラスターデータとしての取り扱

いが可能となった。 
 過去に撮影された膨大な空中写真は、 ネガフィルムあるいはポジフィルムで 保管され

ている。このアナログ情報をデジタル図化機で図化する場合には、 写真測量専用の高解像

度のスキャナーが用いられる。図化に使用されるデジタル画像は、1 ピクセルあたりのサ

イズが 15～20μm（μm は 1mm の 1000 分の 1）でデジタル化されるのが主流となっ

ており、国土地理院撮影の空中写真は平成 18 年以前のものについて、10、15、20、30μ
m でスキャンされたデジタル画像が用意されている。国土地理院撮影のモノクロ空中写真

は縮尺が 20,000 ～ 25,000 分の 1 で撮影されているが、10μm でスキャンされる場合、

1 画素は地上での 20 ～ 25cm に相当することになる。ちなみにこの解像度の画像では、

1 枚の写真あたりのデータ容量が 1,512MB、つまり 1GB を超えるため、 取り扱いには大
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容量の画像データを取り扱えるコンピュータ及びソフトウェアが必要となる。 
デジタルカメラは CCD（電荷結合素子：Charge Coupled Device）センサにより、デジ

タルデータとして被写体を記録する。デジタルカメラは CCD のセンサの並び方から、ラ

インセンサ型とエリアセンサ型に分けられる。ラインセンサ型のデジタルカメラは、列状

に並べた CCD によりスリット状に画像が取得される。この画像の取得は航空機の進行方

向と垂直の方向である。航空機の移動とともに次々とこのスリット状の画像を取得し、こ

れらをつなぎ合わせることにより、広範囲のデジタル画像が作成されることになる。これ

は高分解能衛星のデータの取得と同じ方法である。センサが 2 次元での配列であるため、

ラインセンサ型のカメラで取得された画像では、航空機の進行方向に対しては、従来の空

中写真のような中心投影による被写体の倒れ込みが見られないのが特徴である。ただし、

航空機の進行によるカメラの移動により、スリット状に画像を取得するため、航空機の飛

行速度が一定でないと流れたような画像になったり、特に大縮尺の画像取得のため対地高

度が低い場合には、ライン間に隙間ができたりすることがある。 
エリアセンサ型のデジタルカメラは、従来のアナログのカメラと同じく中心投影の画像

が撮影され、基本的にはこれまで開発されてきた手法をそのまま適用することが可能であ

る。ただし、必要となる CCD の数がラインセンサ型と比べて格段に多くなるため、1 フ

レームの画像を複数のカメラで分割撮影して、後で合成するといった手法が採用される。 
デジタル空中写真の最も容易でかつ有効な活用方法は、おそらくは「写真」としての利

用である。オルソ化されたデジタル空中写真は GIS での利用が容易で、林小班の境界デー

タと重ね合わせることにより、林小班の現況を確認することが出来る。森林管理において、

最も重要なのは森林の現況を正確に捉えることである。先に GIS での林小班界との重ね合

わせによる判読について述べたが、一つの小班に複数の樹種が植栽されていたり、沢や尾

根に広葉樹が残っていたりして、森林のパッチは必ずしも小班単位とは一致しないし、ま

た、境界が不正確な場合もある。 
近年、衛星データやデジタル空中写真に対して、 ランドスケールレベルでの構造の類似

性に着目したオブジェクトベース分類という手法が開発された。この分類手法を用いるこ

とにより、例えば人工林に入り込んでいる広葉樹林をオブジェクトという領域単位で抜き

出すことが可能である。近年ではデジタル空中写真を用いてオブジェクトベース分類を行

い、森林タイプのラベリングを行う際に、人間の判読による確認作業に頼る方法もよくと

られている。特に樹木の作り出す影が 1 つのオブジェクトとして領域分割されることがあ

るが、これを自動分類で処理するのは難しいため、このように人間の判読能力とコンピュ

ータの演算能力を組み合わせたセミオートマティックな方法が有効となる。 
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図 9．デジタル空中写真のオブジェクトベース分類 
 
 また、樹木の梢端をデジタル処理によって抜き出すことにより、立木密度を推定すると

いうことも可能になってきている。樹木の梢端付近が樹冠内で最も明るいという特徴を利

用して、局所最大値フィルターをデジタル空中写真に施すことにより、 樹木の梢端が抽出

される。例えば、先に述べた同一の林相と見なされるオブジェクトという領域内での立木

の梢端をカウントすることにより、森林管理で非常に重要な因子である立木密度が推定で

きる。これにより、オブジェクトベース型分類で得られたオブジェクトは、森林のスペク

トル反射特性による森林タイプ以外に、立木密度をいう林分因子の情報を伴ったオブジェ

クトとなる。 
 このようにデジタルデータとしての特徴を活かしたデジタル空中写真の利用において留

意しなければならないことがある。それは、地上分解能が撮影ごとに大きく異なるという

点である。 同じ航測会社による同じ日の撮影であっても、地形の影響などにより航空機の

対地高度が撮影コースによって異なることがある。このように地上分解能の異なるデータ

をつなぎ合わせて作成されたデータでは、オブジェクトベース分類のように、画像のテク

スチャ情報を用いる場合には地上分解能の違いの影響が出るし、また、地上分解能の違い

は局所最大値フィルターによる梢端の抽出精度を大きく左右する。どのような方法を用い
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る場合にでも、デジタル処理の利点とともにその限界を十分に理解したうえで処理を行う

ことが重要である。 
本節では、森林分野においても急速に利用の拡大が見込まれるデジタル空中写真がどの

ような特徴を持ち、森林管理の場面でどのような利用が可能であるかを紹介した。空中写

真のデジタル化は現在過渡期にある。そのため過去の写真の中にはデジタル化されていな

い空中写真も多く存在しており、貴重な資料の保管という面からも、これらの写真のデジ

タル化が期待される。現在、膨大なサイズのデジタル空中写真を利用するためのコンピュ

ータの演算能力はかなり高まっており、多くのデジタル空中写真を同時に取り扱うことが

可能な解析ソフトウェアが比較的安価で市販されるようになってきている。航空機のみな

らずドローンで撮影された連続写真をオルソ化できるソフトとしては、Agisoft の

Photoscan というソフトウェアが比較的安価で利用価値が高い。 
 
・Photoscan について 

http://www.agisoft.com/ 
 
（５）衛星データの活用 
 
 衛星によるリモートセンシングは、その広域性、周期性から森林をモニタリングするた

めの有効な手段として期待されてきており、Landsat 衛星 TM センサや SPOT 衛星 HRV
センサを用いた中分解能（地上分解能 20m～30m）での森林の機能及び変動の把握から、

NOAA 衛星 AVHRR センサや SPOT 衛星 VEGETATION センサ（地上分解能 1km）での

国レベル及び地球規模での森林モニタリングまで、数多くの活用がなされてきている。し

かしながら、これらの衛星センサによる森林の観測では、単木の樹冠サイズよりもデータ

のピクセルサイズの方が大きいため、森林の構造及び動態について間接推定を行うにとど

まっていた。また、中分解能衛星データで扱うスケールと実際の森林経営において必要と

されているスケールとの乖離により、実務レベルでの利用については様々な問題が存在し

ていた。1999 年 9 月の高分解能衛星 IKONOS の打ち上げにより、地上分解能は飛躍的に

精細になり、各個体の観測が可能なレベルにまで達した。これにより、これらのスケール

のギャップが急速に狭まりつつある。そこで本節では、高分解能衛星データの活用を中心

に述べ、中分解能衛星データの活用についても記述する。 
 
ａ．高分解能衛星データの活用 
高分解能衛星データに対しては、森林資源管理のほか、単木ごとの病虫害のモニタリン

グや野生生物の生息域の管理、植生の多様性や分断度合いの判定などへの応用が期待され

ている。その一方で、高分解能衛星データを森林分野で利用する場合、これまで中分解能

衛星データとして用いられてきた Landsat 衛星 TMデータや SPOT 衛星 HRVデータとは
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異なる取り扱いが必要となる。 
 衛星データにおける分解能には、地上分解能、スペクトル分解能、時間分解能、ラジオ

メトリック分解能の４つの種類がある。通常、「高分解能衛星(high resolution satellite)」
と言うときの「高分解能」は、地上分解能が高いこと、すなわち、地表面を細かく区切っ

て探知できるということを意味する。高分解能とは相対的な尺度であり、1990 年代までは

Landsat 衛星や SPOT 衛星が、高分解能衛星と呼ばれていた。近年では、衛星センサの地

上分解能がおおむね 1m 以下のものを高分解能衛星と呼んでいる。 
 高分解能衛星データの特徴として、データレンジが広いことが挙げられる。センサに達

する光量は、地上分解能の２乗に比例するため、地上分解能を高めることにより、地表面

からセンサに入射する光量が減少し、広いデータレンジを確保しにくくなる。しかしなが

ら、現在打ち上げられている高分解能衛星は、センサ感度を向上させることにより広いデ

ータレンジを確保している。我々が高分解能衛星データを判読する場合、色（color）、色

調（tone）、肌理（texture）、形状（shape）、位置（location）、周囲の状況（context）と

いう 6 つの指標を用いて判断する。広いデータレンジが確保されていることにより、色や

色調の違いが区別しやすくなり、また、肌理（以下、テクスチャ）や形状が鮮明になる。

これにより樹冠や樹種の判別が可能になる。 
 高分解能衛星データは、その地上判読性の高さから空中写真の代替としての利用が期待

されている。しかしながら一方では、現在でも空中写真の森林モニタリングにおける重要

性は変わっていない。これは一つには、空中写真の撮影高度から、高分解能衛星データよ

りも高い地上分解能の情報が得られること、もう一つには、これまでに培われてきた技術

とそれを応用したシステムが森林モニタリングの分野においてすでに確立していることが

大きな要因と考えられる。また、空中写真のデジタル化により、デジタル解析技術が応用

可能なことも一因である。空中写真と高分解能衛星データは、お互いの長所を活かしなが

ら、補完的に活用されるデータソースと考えるのがよい。これらのデータは、その撮影方

法によりそれぞれ異なる特徴をもつため、それらの違いと特徴を理解しておく必要がある。 
 空中写真と高分解能衛星データを比較した場合に顕著に異なるのは、空中写真の周辺部

での歪みの大きさである。これは航空機と衛星の高度の違いや写角と視野角の違いによる

ものである。空中写真では、連続する 2 写真から立体視することを前提としているので、

オーバーラップを 60％、サイドラップを 30％設けるため、オルソ写真を作成する場合に

周辺部は取り除かれ、航空機の進行方向で 40％、その垂直方向で 70％の部分が用いられ

る。この場合、通常の空中写真撮影用のカメラを用いた有効撮影範囲に対する写角は

47.2°となる。四隅では機体直下から 23.6°の角度で対象物をみることになる。これに対

し、高分解能衛星は視野角が 1～2°であるため、ほぼ歪みのないデータ取得が可能である。

ただし、高分解能衛星では、ある特定の地域におけるデータ取得の確率を高めるため、ポ

インティングシステムを採用している。このため、センサの視野角以上にポインティング

のための機体の傾きの方が衛星データの歪みに影響を及ぼす。 
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高分解能衛星は高高度での観測のため、歪みが少なくなる一方、大気の厚い層を通過し

た光を観測するため、大気中の水分の影響をより大きく受けることになる。そのため、高

分解能衛星データにはヘイズの影響が含まれやすくなる。観測波長帯については、高分解

能衛星においては可視域から近赤外域までを観測するのに対し、空中写真では通常の撮影

においては可視域だけの情報が取得されるため、植生の判別には高分解能衛星データの方

が有利であると考えられる。 
 高分解能衛星データの最も大きな特徴は、当然のことながらその地上分解能の高さにあ

る。この高い地上分解能により単木の樹冠が観測可能となり、その集合体として林分を捉

えることが出来るようになった。このため高分解能衛星を用いた単木および林分の観測で

は、従来とは異なる手法が必要となる。 
 高分解能衛星データでは各立木の樹冠を識別できる。このため立木の梢端を抽出するこ

とで単木の位置を同定することが可能であり、これから立木本数を推定することが出来る。

また、各樹冠の領域を抽出することが可能であることから樹冠面積の算出が可能となり、

さらには、単木毎の樹種分類が試みられている。ただし、高分解能衛星データでは、樹冠

サイズよりもピクセルが小さいことが多く、単木の樹冠を捉えることが可能であるが、一

方で、樹冠の太陽光の当たっている面と日陰となる面で反射が異なり、また、ギャップが

陰として識別されたりするため、単木レベルでの樹種分類では、樹冠表面の反射の違いや

ギャップの取り扱いに注意が必要である。 
 

 
図 10．高分解能衛星データからの樹木の梢端の抽出 

（オレンジ色の点が抽出された梢端） 
 
森林を管理する場合、林分を単位とした情報が求められる場合が多い。高分解能衛星デ

ータでは、林冠からの反射スペクトル特性に加え、林分を構成する立木の樹冠及びその陰
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影により作り出されるテクスチャ情報を利用することが可能であり、これにより精度よく

林相区分を行うことが期待されている。 
高分解能衛星データでは、単木レベルでの観測が可能であり、これまでの中分解能衛星

データではミクセル（混合画素）になっていた林分の境界が正確に捉えられる。その一方

で、これまで均一とみなしていた空間に不均一性が生じるようになってきている。林冠の

ギャップや太陽光の当たり方の違いにより、同一樹種の林分においても異なる輝度値を示

し、従来のピクセルベースの分類に影響を及ぼす。このため近年では、ランドスケープ構

造を捉えるため、ある程度まとまりを持ったピクセルの集合（オブジェクト）を画像分類

の単位とするオブジェクトベース分類が用いられるようになってきている。とりわけ、オ

ブジェクトベース分類において最初のステップである対象領域のセグメント化が容易な

eCognition（Trimble 社製）というソフトウェアの登場により、人間が判読するのと類似

したセグメントを生成することが可能となった。eCognition は、セグメントを決定するパ

ラメータが、空間スケールやオブジェクトのサイズに直感的にリンクしていないという欠

点はあるものの、隣接する画素間の異質性の高低により、それらを統合するか分割するか

を決める機能を有しており、これまで森林を把握するための一般的な手法であった空中写

真判読による「林相区画単位」での把握手法に最も近く、現在整備が進む森林 GIS との親

和性も高い。eCognition は機能が充実しているが価格も高い。無償のソフトウェアとして

は、先に GIS の活用の節で示した SAGA GIS がオブジェクトベース分類の機能を有して

いる。 
高分解能衛星データの利用に対する期待がある一方で、光学センサとして残されている

課題もある。高分解能衛星は同一箇所を周期的に観測してデータを取得していないため、

通年でのデータを得ることは困難である。このため、現在のところデータに対して季節変

化が森林のモニタリングにどのように影響するかについて検証を行った事例は見られない。

また、十分なデータが存在したとしても、森林植生の反射スペクトルにおける季節変化の

影響は、樹種や林齢とともに地域や標高、斜面方位など多くの因子に依存するため 1 つの

シーンの中でも影響の出方が異なる。 
高分解能衛星データの最大の課題は価格とアーカイブである。森林の状態を確認したい

だけであるなら、Google Earth を用いるのも一つの手である。Google Earth では、GIS
データを KML ファイルに変換することにより、高分解能衛星の画像に重ねて表示するこ

とができ、林小班界や調査地点の特定が可能である。KLM ファイルはそのまま Google 
Earth に Drag & Drop させて表示させることができるほか、Drop ボックスを利用して複

数の機器で共有するなど使い方の工夫次第で便利に活用できる。 
 

・Google Earth の Web サイト 
https://www.google.co.jp/intl/ja/earth/ 
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b．中分解能衛星データの活用 
 中分解能衛星データの最大の特徴は蓄積されているデータ（アーカイブ）の多さである。

また、中分解能衛星データの中心を占める Landsat 衛星の大気補正済みのデータが米国地

質調査所（USGS）の EarthExplorer という Web サイトから無料でダウンロードできる

こともユーザーの拡大につながっている。 
 
・EarthExplorer の Web サイト 

https://earthexplorer.usgs.gov/ 
 
 衛星データのダウンロードについては、（国研）森林総合研究所 REDD 研究開発センタ

ーが発行している「REDD-plus COOKBOOK ANNEX 調査マニュアル Vol. 5 リモート

センシングを用いた面積推定のための衛星画像解析法」において解説している。本マニュ

アルは、リモートセンシングを用いた面積推定に必要な衛星画像解析の手法を解説したも

のである。 
 
・REDD-plus COOKBOOK ANNEX 調査マニュアル Vol. 5 の Web サイト 

http://redd.ffpri.affrc.go.jp/pub_db/publications/cookbook_annex/_img/cookbo
ok_annex_vol5_ja.pdf 

 
前述した通り、中分解能衛星データから森林の構造を捉えるのが困難であるため、材積

の推定などには限界がある。しかし、広い面積の時系列での変化を捉えるには非常に有効

な衛星データであり、例えば、大規模プランテーションがいつ開発されたかといった情報

や、松枯れやパインビートルの被害がどのように進行、拡大しているかといった情報を、

時系列データを入手することにより、簡単な処理で得ることができる。 
現在、中分解能衛星データの利用をより容易にしているのが、Google が開発した Google 

Earth Engine である。Google Earth Engine は、地上の変化を動的なデジタルモデルとし

て表現するためのオンライン環境監視プラットフォームであり、USGS ともリンクされて

いて Landsat 衛星データをインタラクティブに引き出すことができる。また、それらの情

報を高機能ツールで分析して地図上に視覚化することが可能である。専用の画像解析ソフ

トウェアを購入しなくても、ある程度の解析が Google Earth Engine でできることから、

今後、エンドユーザーの利用が飛躍的に拡大することが予想される。 
 
 
・Google Earth Engine についての Web サイト 

https://www.google.co.jp/intl/ja/earth/outreach/tools/earthengine.html 
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・Google Earth Engine を利用するための Web サイト 
（Google アカウントでの Sign in が必要） 

https://earthengine.google.com/ 
 
 ただし当然のことながら、Google Earth Engine はオンラインプラットフォームである

ことから、インターネット環境がない場所、あるいは回線の遅い場所では利用できない。

このような場合には画像解析ソフトウェアが必要となるが、日本語のマニュアルを整備し

ている無料ソフトウェアは少ない。ここでは、（株）建設技術研究所が作成、公開している

RSP を紹介する。RSP はフルシーンの衛星リモートセンシング画像を使い、教師付き分

類処理や教師無し分類処理を行える画像解析ソフトウェアで、基本的な操作は一通り実行

できるようになっている。実務での使用や研究・教育等で使用できるように、画像データ

を解析・把握できるメニューが揃っているのが特徴である。 
 
・RSP の Web サイト 

http://www.ctie.co.jp/software/rsp/ 
 

 

図 11．オンライン環境監視プラットフォームの Google Earth Engine 
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（６）レーザー計測技術の活用 
 
 現在、森林におけるレーザー計測としては、航空機レーザースキャナーと地上型レーザ

ースキャナーの利用が進んでいる。 
 
ａ．航空機レーザースキャナーの活用 
航空機レーザースキャナーによる森林計測は、航空機に搭載された計測装置から照射さ

れたレーザー光が地上に近づくにつれて広がり、光の一部が森林の林冠表面で反射し、最

後は地表面において反射して計測装置に戻ってくる特性を利用した計測である。レーザー

光の１回の照射に対して、林冠表面で反射して最初に戻ってくるものをファーストパルス、

地表面で反射して最後に戻ってくるものをラストパルスと呼ぶ。GPS 測位により得られた

航空機の３次元座標とレーザー光の照射された方向、航空機から計測対象物である林冠お

よび地表面までの距離を用いて、林冠及び地表面の３次元座標を算出する。航空機と林冠

および地表面との距離はレーザー光が照射されてからファーストパルス、ラストパルスと

して戻ってくるまでの時間を計測することにより求めることが出来る。レーザー光の地上

照射密度を高めることにより、３次元での点群の集合体として林冠及び地表面を表現する

ことが可能となる。現在は、計測装置の性能が向上したことにより、途中段階で反射して

きたパルスを、セカンドパルス、サードパルスなどとして記録する場合もある。 

 
図 12．航空機レーザースキャナー計測の原理 

 
 航空機レーザースキャナーによって、直接計測されるのは林冠の高さである。ここから、
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周囲よりも高い点を抜き出すことにより立木の先端の位置を知ることが出来る。この抜き

出された点の数が立木本数を、またその点の値が樹高を表すことになる。これに対して、

立木の胸高直径や材積は樹冠直径や樹高との相対成長関係を用いて推定されることになる。

樹高を知るためには、通常、林冠高モデルが用いられる。これは、レーザー光のファース

トリターンを用いて作成された林冠表面の標高から、ラストリターンを用いて作成された

地表面の標高を引き算することによって算出される。また、この林冠高モデルを用いて、

領域分割の画像処理を行うことにより樹冠直径の抽出が可能である。 
 

 
図 13．林冠高の算出方法 

 
 レーザー計測による森林の蓄積推定の方法としては、航空機レーザーにより上空から得

られる高さ情報（林冠高）を用いて推定する方法と、地上レーザー計測により直径や樹高

などの情報から蓄積を推定する方法が考えられる。地上レーザー計測では、上空からは計

測できない樹木の幹の形状（直径）に関する情報から蓄積推定が可能であり、推定精度の

向上が期待できるが、地形や立木配置によってレーザーシステムの設置位置から見えない

樹木が生じてしまい、一つの林分に多くの計測点を設ける必要が出てくる。このため、広

域での蓄積マッピングにおいては、作業効率の観点から航空機レーザー計測が有利である。 
 航空機レーザーによって森林の蓄積を推定する場合、樹高や樹冠の情報から単木レベル

での蓄積を推定し、それを足し上げて推定する方法と、林分レベルの林冠高あるいは林冠

と地表との間の体積から蓄積推定する方法が考えられる。単木レベルの推定では、高密度

でのレーザーの地上照射が必要である。樹高分布といった森林管理に有用な情報を得られ

るが、データ解析が複雑となり、航空機計測を含め費用がかさむことが問題である。林分

レベルの推定では、比較的低密度でのレーザー照射により蓄積を推定することが可能であ

る。低密度での計測により費用が抑えられるが、低密度での計測では地上まで到達する単
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位面積当たりのレーザー光の数が減るため、地形の復元精度が低下し、結果として、蓄積

推定精度が低下することになる。 
 航空機レーザーでは、主に林冠で反射されるレーザーを計測するため、どのようなレー

ザー光の地上照射密度であっても材積や重さを推定するためには、なんらかのモデル（推

定式）が必要になる。計測データからの樹冠形の復元により樹種を推定することも試みら

れているが、特にバイオマスや炭素蓄積を推定する場合には、樹種に関する情報が必要と

なる。森林 GIS や空中写真などの情報を組み合わせた推定が必要である。 
 航空機レーザーによってマッピングを行う場合、マッピングの単位をどのように設定す

るかが重要となる。森林 GIS など林分の境界の情報がある場合には、小班などのポリゴン

を単位として単位面積当たりの蓄積を算出して、それぞれのポリゴンに割り当てればよい。

森林 GIS のように既存情報がない場合、マッピングする単位を独自に設定する必要がある。

航空機レーザーによるデータしかない場合、航空機レーザーデータから林相を区分して、

その結果をマッピングの単位とすることになる。航空機レーザーデータから得られる情報

としては、まず、林冠高の情報があげられる。また、レーザー光が林冠を透過する割合な

ども林相を区分する際の判断材料となる。空中写真や高分解能衛星画像がある場合、オブ

ジェクトベースの分類を行って林相区分を行い、その結果を用いて蓄積マッピングするこ

とも可能である。 
 山岳地域において航空機レーザースキャナーを適用するには、平坦な地形における計測

と違い、斜面傾斜の影響を考慮する必要がある。航空機レーザースキャナーを用いた森林

の 3 次元計測を行う場合、計測精度は林冠の下にある地表面を如何に正確に復元できるか

にかかっている。航空機から照射されたレーザー光は葉群の状態によって十分に透過せず、

地表面に到達する前に全て反射してしまう場合がある。レーザー光の照射頻度が少ない場

合には、得られたラストパルスデータが、地面からの反射か、それとも枝幹や下層植生、

あるいは構造物などからの反射なのかを判断することが困難になる。その結果、作成され

る地表面の標高モデルの精度が低くなり、結果としてそこから導き出される樹高の精度も

低下する。レーザー光の地表面までの透過率は、樹種や林齢、間伐の程度によって大きく

異なる。また当然のことながら落葉樹林においては、季節の違いによってもその透過の仕

方が異なる。さらに斜面の傾斜角や地形の複雑さによっても計測精度は大きく違ってくる。

平らな地形ではそれほどレーザー光が地表面まで到達しなくても、地表面まで到達した僅

かなラストパルスデータから比較的正確に地形が復元できるが、起伏が大きい場合には、

地表面の凹凸が平滑化されてしまい、結果として計測精度が低くなってしまう。 
 今後、航空機レーザースキャナーを用いた森林計測では、計測費用を抑えながら、すな

わち、レーザー光の地上での照射密度を低く抑えながら広域の森林資源量を精度よく推定

する手法の確立と、非常に高密度のレーザー光の照射により森林の内部構造を把握する手

法の開発が求められている。また、 
他のリモートセンシングデータとの併用により、より高度な情報の取得が可能となる。こ
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れらの技術の実用化に向けては、そこから得られる森林資源情報の精細性と広域性に加え

て、費用対効果を如何に上げられるかが重要である。 
 
b．地上型レーザースキャナーの活用 
 地上型レーザースキャナーもレーザー計測という点では、航空機レーザースキャナーに

よる計測と全く同じである。レーザースキャナーから発射されたレーザー光が幹や枝に当

たって反射して戻ってくるまでの時間を計測する。光の速さにこの時間を乗じることによ

り、レーザースキャナーからレーザーが当たった箇所までの距離が算出される。同時にレ

ーザースキャナーではレーザーを発射した水平方向での方位と鉛直方法の角度を記録して

いるので、結果として、レーザーが当たった箇所の 3 次元座標が求められる。多数のレー

ザー光をあらゆる方向に発射することで、点群で林内の樹木の 3 次元構造が復元される。 
 地上型レーザースキャナーが日本に導入された当初は、機器が余りに重いため、林内へ

の持ち運びに制約があり、実務での利用には向かなかった。現在では、機器の軽量化が進

み（但し、まだ山での携帯に適していると言うほど軽量ではない）、林内での毎木調査に代

わるツールとして期待されている。地上型レーザースキャナーの問題は、立木密度が高い

場合、手前の立木に隠されて計測できない立木が多くなること、下層植生が繁茂している

場合、下層植生で反射して幹までレーザーが届かないことである。このため立木密度の高

い林分では、地上型レーザースキャナーの計測位置を増やして、隠される立木がないよう

に計測する必要があり、下層植生が繁茂している場合、刈り払いが必要になることがある。

近年ではこれらの問題を軽減するため、バックパック型の地上型レーザースキャナーが開

発されている。 
 近年、地上型レーザースキャナーが注目されている大きな理由は、森林計測専用の解析

ソフトウェアが開発されてきていることにある。これにより、立木位置図の作成や胸高直

径の計測が自動的に処理出来るようになっている。また、反射強度の情報から樹種を同定

することも試みられている。これにより森林経営に必要な情報が地上型レーザースキャナ

ーから簡便に取得できるようになってきた。物理的に樹高の計測は困難であるが、例えば、

枝下高や上部直径の計測、曲がりの評価など、立木販売に関係するデータが取得可能なこ

とで、今後の活用の拡大が期待される。 
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Ⅲ．スマートフォレストリー 
 

今日の情報技術の進展は目覚ましく、いろいろなところから様々な情報を容易に得るこ

とができるようになってきています。個別の情報システムを連結して大きな系の中で情報

の流通利用を促進し、効率的な処理を行って業務を高度化させている ICT はもちろんのこ

と、情報システムの要素となる機械そのものを連結してそれらの状況情報を収集し、それ

らが構成する系を管理制御して有利で適切な処理を実現する IOT が実現されてきています。

そのような情報技術を活用して、林業の効率化を実現することを目標としてスマート林業

の構築に取り組んでいます（平成 28～30 年度、農水省プロジェクト、「革新的技術開発・緊

急展開事業」「ICT を活用した木材 SCM システムの構築」）。 
 
（１）スマート林業の構成 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 スマート林業の構成 
 
日本の林業には様々な課題があります。急峻な国土で作業はしづらく、道路もつけづら

いため、能率高く作業をして森林を利用することは容易ではありません。しかし、森林資

源は充実し、毎年１億 m3ほどもの蓄積が増加しています。エネルギー資源として地域での

活用も期待されています。 
森林は地域環境そのものであり、林業としての歴史を持ち、地域産業としての役割を有

します。情報通信技術や高性能林業機械等に関する新たな技術にはすでに現場で使えるも

のが登場しており、それらをどのように活用するかが課題です。それらを連結することで

システム総合的な新たな機能を発現させることができ、林業の新たな展開が創出されます。 
 施業コストの高止まりの状況が続く中、森林施業が計画的に行われることが求められて

います。具体的な施業計画を立案するためには、地域の森林の状況がまず見えるようにな

ることが有効です。同時に、森林施業に使用する機械や機構の高度化によって、作業を高

能率化し、さらにそれぞれの工程情報を共有して施業や経営を適正化することで、コスト

削減につながります。また、あらゆる情報を共有して森林施業全体を統合的に適正化する
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ことで、森林の適正な管理に大きなメリットを生み出します。 
 
「森林の育成や利用の計画（森林所有者、地域社会、行政機関との連携）」、「森林施業と生

産された木材の管理（現場と事務所での林業従事者間の連携）」、「生産された木材の需要先

とのマッチング（林業従事者と製材工場・木質バイオマスプラント等の需要者との連携）」、

これらの３つのセクションが適切に情報網で連結されシステム化された、いわば情報シス

テム化林業をスマート林業と総称することにします（図 1）。 
 
 林業では生産された木材の供給に関する情報と製材工場などでの需要に関する情報をマ

ッチさせるのが容易ではありません。従来の林業は、標準的な採材規格は定めておきつつ

も伐倒木の通直程度を採材手が評価して適切な長さに木取りし、同様な規格ごとに運搬し、

市場へ集積して販売し、工場へ納品するという流れで行われてきたため、需要側の必要な

素材の規格、量の情報が先山まで伝わって、欲しい規格の素材が適当量入手できるという

流れで作業することが困難です。 
 そこで生産側と需要側の売買の情報を把握して、それぞれに相手方の状況を見えるよう

にし、需要側の要求内容を生産側の現場に、また、生産側の現場の状況を需要側の生産計

画に反映させることが需給のマッチングに有用になります。 
具体的には、需要側の必要条件を満たして素材を納品する場合には販売単価を高めに設

定しても、売買が成立することから、生産側が有利になることもあるでしょう。また、需

要側の情報が川上の生産現場で把握できれば、タイミングを合わせて求められる規格と量

の素材を生産、配送するスケジューリングをすることができるようになり、素材生産の効

率が向上することにもなります。 
 
（２）核としての森林情報システム 

 

図 2 スマートフォレストリーの核：多機能森林情報システム 
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 スマートフォレストリーの核となるのは、多機能な森林情報システムです（図 4）。具体

的なシステムとしては、当方らが開発し、機能拡張を進めている森林情報システム(1)があ

りますが、場所を選ばずどこでも使えるようにクラウドサービスとなっており、それによ

って PC でもタブレットでもシステムが利用できます。また、当該システムに素材生産を行

っている現場の状況の情報及び需要側が必要とする木材の情報が連携できる機能が必須と

考えています。 
これまで山づくりや素材生産をする川上の工程、素材を収集運搬して市場に集積する川

中の工程、素材を加工消費する住宅産業等の川下の工程が、効果的に連携するということ

はほとんどなく、それぞれの工程のビジネスを連携させ、適正化することが可能になれば、

それによって地域の素材生産量が拡大することが期待されます。 
情報の基盤となるのは、森林簿と森林基本図です。しかし、川上・川中・川下のそれぞ

れのビジネスに利用する目的に照らし合わせると、情報の精度に課題があることから、林

況調査によって立木情報を正確に把握することが必要で、例えば、レーザースキャナーに

よる高能率で高精度な調査手法が有効です（図 3）。さらに最近進歩の著しいドローン技術

を利用した作業支援手法も開発が行われています。 
３D レーザースキャンによる林況調査は、各立木の位置と太さ形状が分かるので、伐採

前に、需要サイドから要求される素材の規格と量に対応するように素材をそろえるには、

対象の林分においてどのように選木、採材することが適切か検討することができます。条

件に合わせた選木の仕方を仮想的に複数検討することができ、他の事業地情報と合わせて、

地域として素材需要の規格とロットの大きさに対応することができます。需要と生産事業

をマッチングすることができ、きめ細かな施業管理が実現できることになります。 
 

 
図 3 レーザー装置３D スキャンによる林況調査手法 
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 森林情報システムを使えば、森林施業のシミュレーションができるので、どの施業手法

を選択すれば最もメリットがあるのかや作業システムを現地に適用する場合の棲み分けに

ついて事前に検討できます。代表的な作業システムの棲み分けの場合の例として架線系機

械システムと車両系機械システムがあります。傾斜が急で、車両が直接登れない林地には、

迂回するための作業道を開設してフォワーダなどを適用することになりますが、迂回によ

って走行距離延長が長くなり効率が低下します。 
 想定する車両の大きさなどによって評価抽出成果は異なってきますが、森林情報システ

ムによって施業対象候補地を検索することができます。 
 
（３）森林の育成や利用の計画 

 

 自身の所有する森林について知らない方が少なくないと言われます。また、相続をして、

その森林の話を聞かされても急傾斜な山奥の現地を一緒に訪れる方は少ないでしょう。い

かにして森林を見えるようにするかが課題です。幸いに、森林の所有境界の示された森林

基本図と区分された森林の林分情報データである森林簿は各地方自治体で得ることができ

ます。これらと国土地理情報である道路情報、地表の標高情報を組み合わせると、GIS を

用いて森林の見える化ができます。GIS は、地域の森林を身近なものとして見られるよう

にする有用な道具であると言えます。 
 森林所有者は、GIS を用いて所有の森林をどのように扱ったらいいのかを考えられるよ

うになります。森林組合など地域の林業事業体からの事業提案などの働きかけが具体的な

施業を進めていくには欠かせませんが、森林をお持ちの方に、手入れや活用する意識をお

持ちいただけることが必要です。もっとも、「手入れのためにご負担が発生します」、とい

う働きかけでは施業の実施につながりようもなく、「このようにまとめてこのように施業を

デザインすればこのような利益が出ます」という働きかけが所有者と森林を動かします。 
 森林所有者と林業事業体と地方行政が適切に連携して、森林利用の活性化へ向けた協調

ができれば、地域の森林は前向きに動き出すと言えます。これらの森林情報システムと利

用方法は、素材生産業のみならず、森林の環境管理・環境利用のビジネスや、CO2 固定機

能等の森林の公益的機能をビジネスとすることに展開できます。さらに、この動きを見え

る化することによって林業に直接関わらない地域住民の方々を巻き込んで、地元の森林資

源への関心を高めることが、活動の促進へ有効であると考えられます。 
 
（４）森林施業と生産された木材の管理 

 

 森林施業の状況を情報化・システム化して把握することが、現場と事務所での林業従事

者間の連携の基本となります。森林施業で稼働する機械には作業情報を収集する機構を持
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たせ、どこで何をしたか、成果として何がどれだけ作られた、処理されたかを情報通信技

術によってデータベース化します。 
 スイングヤーダ、プロセッサ、フォワーダなどの車両系機械群による作業はもちろん、

タワーヤーダなどの架線系機械作業システムなどの機械作業システムによって生産された

素材は、機械の稼働情報から材種、数量、所在場所、処理時刻がデータベース化され（図 8）、
予め把握しておいた需要側の買い付け条件とマッチするよう、データベースの情報が検索

され、販売する物件が構成されることになります。マッチングが難しい場合には、生産計

画を調整してマッチする条件、タイミングを自動的にデザインします。 
 したがって、素材生産の現場、事業計画だけの管理によって、需要側と適切に連携する

ことは難しく、地域の森林経営や木材利用のための事業計画と大いに関わってきます。 
 
 個別の機械技術としては。人力作業支援機械・育林機械、新たな素材生産作業機械があ

げられます。たとえ、作業用の機械が、架線系や車両系であれ、進歩したとしても、移動

作業やちょっとした運搬や作業支援など人力による作業を全く排除することはできません。

そのため、林内の急傾斜林地での歩行移動を支援する機能を提供し、さらに歩行移動を伴

う作業を軽減する機能を提供する小型車両を用いることが有効です。車両走行実証実験を

進めていますが、膨軟な表土の多い日本の森林内の走行は、表土が支持できる低接地圧で

あり、走行方向を変える時も地表の攪乱を抑える必要があるため、走行姿勢と接地圧の接

地点でのバランスが求められます。 
また、主として、道路を外れた林内を作業地点まで移動する歩行作業を支援する機能を

開発していますが、機械には作業情報を収集し、データベースに連結させることによって

機械の稼働状況や作業進行程度を管理、利用することも想定され、作業情報を記録、発信

することで、施業成果を事業管理、計画と連携させ、事業の効率化・適正化を促進します。 
具体的には、車両の林内移動時には３D レーザースキャンを常時行わせて、林況データ

の更新を頻繁に行うこともでき、軽量な作業ユニットを持たせて下刈りを担わせることも

可能になります。 
 
 素材生産用の架線系機械としてタワーヤーダの導入が進んでいます（図 4）。機械の情報

化によって素材生産情報が把握できることは勿論ですが、機械の運用を考えると、地域林

業の姿をデザインすることができます。このタワーヤーダは、３人作業で１日に素材を５

０m3生産できる能力があります。 
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図 4 素材生産用の架線系機械としてのタワーヤーダ 

 
 地域の森林施業量を把握するためには、地域の森林育成のシナリオを把握しておく必要

があります。輪伐期を６０年、２０、４０年生時に間伐すると想定すると、１つのタワー

ヤーダ作業班で年間 200 日に素材で１万 m3 を生産することとなり、間伐、主伐を含めて

1,000ha ほどが班当たりの年間事業量になります(1)。このため、針葉樹人工林面積 1,000ha
毎に１班設けることが適当であり、地域の森林の大きさに応じて作業機械を選択する必要

があります。もっとも、広葉樹天然林のエネルギー利用も考慮するようになると地域の林

業事業規模はさらに大きくなります。 
 
 さらに、チェーンソーなど可搬式機械を用いて行われる人力作業を安全に行うための労

働衛生環境を確保するためのツールとして、スマートチェーンソー（図 5）、グループ人力

作業の把握管理ツールなどの開発が進められています。 

 

図 5 スマートチェーンソーの機構 
 

 スマートチェーンソーは、人力チェーンソー作業の作業の様子をデータ化して記録把握
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するものです。機械の振動、傾き、動き（角速度）、操作、動作状況などをセンサーによっ

て計測し、記録するとともに操作者の作業状況を把握します。 
 作業の状況は、センサー群から得られる多チャンネルの時系列データ群の遷移の様子を

とらえモデル化して把握します。動的な時間窓で見える一連の連続作業パターンに大きな

変動が発生すると、行っている作業が異常になっていると解釈できます。リアルタイムな

通信環境はここでも有用です。 
 本機構もメーカーとの連携によって遠くない時点での製品化とそれによる可搬式機械作

業の新たな安全衛生の考え方の議論が求められると思っています。作業安全の確保につな

がるのであれば保険料率の適用にも差が期待されます。 
 
森林林業作業は一般的にグループで行われます。そのチームの連携が適切であれば作業

能率は向上します。また安全衛生も確保されます。 
グループ人力作業の把握管理は、各自が GPS 機器を身に着けることで可能となります。 
GPS データによると、タワーヤーダのキャレッジの走行軌跡や、その周辺にまとわりつ

くような荷掛手。キャレッジ軌跡はさむような班長らの段取り移動の様子を見ることがで

きます。これを時間を追って解析すると作業の構造が見えてきます。 
 

図 6 人力班作業の解析把握例 
 
 データは各自１秒ごとに採取されますのでグループ作業の全データは膨大なものになり

ます。エクセル処理作業でこなせるものではありません。数値処理ソフトウエアを利用し

て解析ツールの構築とパッケージ化を進めています。例えば図 6 のように、タワーヤーダ

位置からの各作業員所在位置までの距離の変化を算出すると、午後にキャレッジが往復し

て集材作業を進めるとともに荷掛手がそれに応じてタワーから遠くへ移動しつつ対応して

処理を行っていることが読み取れます。午前中は主に準備、班長と補佐は後続の架設箇所
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を段取り準備しつつ移動していると読み取れます。図は１日分の記録ですが、１事業を通

しての把握評価を行い、作業班としての適切な作業段取りのあり方を検討することができ

ます。 
 作業道の開設とともに、ハーベスタ、フォワーダ、グラップルなどの車両系機械を組み

合わせて仕組んだ作業システムによって、素材生産をする場合には、現場地形の急峻程度

や集積土場からの奥行によってフォワーダによる集材工程が事業の生産性を大いに左右し

ます。この作業管理を車両作業データを得て解析することによって自動的に日々の成果を

把握して、当該事業の状況把握や地域林業 SCM システムのマネジメントに役立てることが

できます。 
 フォワーダの１日の集材作業を GPS データから集約すると、時間の経過とともに、土場

からの移動、少々づつ移動しながら積込み、フル積載になって集積土場へ運搬走行し、土

場で荷下ろし、その繰り返しになっていることが図７のように可視化できます。また４回

の集材サイクルをその日にこなしたことが把握できます。 
 

 
図 7．フォワーダの 1 日の集材作業の進行 

横軸:時間 秒、縦軸:集積土場からの距離 度(1×10-3度=333m) 
 
 この集材サイクル数を当日の集材作業成果としてデータベース化します。大づかみなや

り方として、日々の集材作業材積をサイクル数と標準積載材積量の積としてデータベース

化することができます。もっとも、その前段工程のハーベスタの伐倒造材成果を同様に把

握して、フォワーダの集材工程を適正化することも可能です。さらに、ハーベスタに処理

できない箇所の立木の伐倒処理を人力チェーンソー作業で行う際には、その作業の成果も

取り込むことができます。 
 
 人工林の植栽更新では、コンテナ苗などを用いて作業を効率的に行うとともに、IC タグ
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を苗につけて植栽すれば、育成する森林そのものをインテリジェント化することができま

す。苗は作業機械を誘導制御するマーカーとして利用でき、作業の機械化と自動化を促進

します。開発中の小型林内移動車両に装備する植栽作業機構の開発とあわせれば、人工林

の植栽更新作業の能率は大きく高まることが期待されます。 
 
 架線系機械を、シンプルな機械機構を情報機構によって制御する新たな集材機構（図 8）
があります。これは従来の集材機やタワーヤーダのドラム機構を分散配置してそれらを情

報で協調して動かし搬器やホールラインを動かすものです。各所の駆動機構は小型ですみ、

ワイヤーロープの引き回しも単純で、架設の手間は小さく抑えられます。駆動力は電動と

し、搬器で給電線を搬送したり、駆動機構を搬器にコネクトして夜間など休業時間帯に充

電することができます。当該作業システムは総体として大きなロボットを構成するもので

す。荷掛け手の手元まで自動で荷掛けフックを返送するなど、作業員と柔軟に連携した作

業が可能となります。 

 
図 8 新たな架線作業を可能にする 自律分散集材機構 

右上はシンプルな多支点架線機構 

 

（５）生産された木材の需要先とのマッチング 

 

生産された木材の供給に関する情報と製材工場・木質バイオマスプラント等の需要に関

する情報を連携させることで、新たなビジネスの可能性が広がります。先のタワーヤーダ

や車両系素材生産機械のほか、低質材を圧縮成形して保管・運搬効率を向上させる木質バ

ンドラー、現地で木質を粉砕加工して収集効率の高いシナリオデザインを可能とするモー

ビルチッパーなどに蓄積された木材供給の情報が需要の情報と連携することが想定されて

います。 
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（６）まとめ 

 

 これらを総括して、以下のようにまとめることができます。 
林業は日本の地域再生には欠かせない産業であり、情報通信技術等の新たな技術を適切

に利用し、川上・川中・川下の工程が結びついて連携して稼働することによって儲かる産

業として再構築していくことが必要です。 
今日できる展開としてロボット技術・産業界との連携を進めることが有効です。 

 工場など整形された人工環境下でのロボット化は無人の生産施設を具現化し、高度に進

展しています。医療事業などでの不定形な人工環境下でのロボット化の展開も進んでいま

す。道路での自動車の自動走行技術も社会基盤技術として実現間近です。さらに自然環境

下でも、人工的に整備された田畑圃場や果樹栽培などの農業分野において、ロボット技術

の開発、適用が進められ成果を見せています。 
 山林など、傾斜不整で土・植生地表をフィールドとする自然の極みの環境においては、

その厳しい状況においてロボット技術が自ずから高度化機能化を希求すると言えましょう。

新たなフィールド、分野として山林、林業を対象とした事業が展開するのです。新たな産

業として、技術の可能性を探り、ブレークスルーを見つけ、人間の可能性を引き出し高め

ていくことになります。  
 山林、林業分野としては、それら新たな動きとうまく連携連動し、ロボット産業分野の

力を得て新たな山林事業、林業活動を構築していくことが求められていると考えるのです。 
 
（７）さらなる機能化を念頭にしたデザインの可能性 

 

 海外の契約社有林等を対象とする有用な国際的な地域連携・管理システムへの期待が強

くあります。状況、環境、資源の遠隔監視機能は基盤的な要求であす。現地の情報を遅滞

少なく、正確に把握することが第一の要求であす。衛星探査情報、航空機計測情報を適宜

組み合わせて利用し、対象地域の大枠の情報データベースを構築することが有用であり、

それに小回りの利くドローン計測を細く利用して、場所と時間で捕捉することになると思

われます。 
 それら現場での資源の取り扱い、施業管理においては、本稿で示したようなスマート林

業の技術と手法、情報システム連携が不可欠になるといえましょう。現場の作業状況、進

行様子を把握し、木質製品生産の量とタイミングの予測と設計に用いることができます。

この現場情報は現場管理所での把握利用はもちろんのこと、インターネットによって日本

本社において把握利用することができ、それによる国際的事業の高次統合管理を可能とし

ます。 
 現場作業情報をタイムラグなく共有することができれば、ビジネスチャンスのミスは減

少し、メリット創出のチャンスは拡大します。 
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 さらに、現場作業の情報システムによる管理はもちろんながら、作業機械をインターネ

ット接続することによって、作業の遠隔操作、現地事務所での作業機械操作と施業管理が

可能となります。ドローンで林内作業箇所を飛行監視しながら、伐採、造材、積込み運材

などを遠隔操作、管理することが可能です。H 社のマルチカメラによるコンピューターハ

イビジョンシステムを利用することによって、現地林況での機械作業が VR ビジョンによっ

て可能となります。現地管理事務所に居る１人のオペレーターが複数の作業機械を併行し

て操作することができ、事業・作業効率は大いに向上します。フォワーダなどによる集材

＝土場までの運搬、林内でチップ化した際には木材チップを満載したコンテナの車両搭載

と運搬などは、積込み地点と荷下ろし地点での細かい工程の処理はオペレーターが遠隔操

作するとしても、林内積載地点と土場の間の運搬走行は、あらかじめデータベース化した

林況情報と車両の走行路計測認識機能によって自動走行が可能です。 
 緊急時の対応システムを備えておけば、かなりの工程で作業の自動化が可能であると言

えましょう。 
 
引用文献 
(1)仁多見俊夫他、スマートフォレストリーの可能性と具現化の課題、関東森林研究 68-1、
2017 
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Ⅳ. ドローンによる業務改革の事例―PT．Musi Hutan Persada 社の取り組み― 
 

PT．Musi Hutan Persada(MHP)社は、インドネシア共和国スマトラ島南部で植林事

業を行い、隣接する PT．Tanjungenim Lestari Pulp & Paper (TeL)社（年産 490 千ト

ンのパルプ製造企業）に原木を供給している。丸紅株式会社（丸紅）はMHP社に 100％、

TeL 社に 85％出資している。 
 
MHP 社の総事業面積は約 30 万ヘクタールで、この中には約 19 万ヘクタールの植林

地の他に、住民の農地、ゴム園、パームヤシ園、宅地が含まれている。MHP 社は 2016
年 1 月にドローンを導入し、2 年間で 30 万ヘクタール全ての航空ディジタル写真画像

を撮影した。基本図や道路図、行政界図等に空撮写真画像を重ね合わせることによりビ

ジュアルな地理情報を作成することが可能となり、森林経営における計画立案・実績把

握の“見える化”が実現しつつある。 
 
 

 
 
 
（１）MHP 社の歴史的背景 

 
・1991 年 3 月設立。主要樹種：アカシア・マンギウム(Acacia mangium)：AM 
・1996 年 1 月に林業大臣より、スマトラ島南部で 296,400 ヘクタールの区域で産業植林経

営のライセンスが授与された 
・1999 年、パルプ製造企業 TeL 社に AM 原木供給開始 
・2005 年 5 月より丸紅グループが株式 60%取得 
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・2013 年に主要樹種をユーカリ・ペリータ(Eucalyptus pellita)：EP に変更した 
・2015 年 3 月より丸紅の 100％子会社となる 
・2017 年 5 月より EP 原木供給開始 
 
（２）ドローン導入で何が変わったか 

 
a．ドローン導入の目的  
 

MHP 社が固定翼ドローンを導入したのは 2016 年 1 月である。目的は、約 30 万ヘク

タールのコンセッションの状況を空から確認するためである。コンセッションには約

19 万ヘクタールの植林地が含まれている。経営者は、効率的な森林経営を行うために

は空撮写真によって現場の状況をより正しく把握する必要があるとして導入を決めた。 
 
従来より、年間伐採計画を作成する際に、全ての伐採対象区域の蓄積量を推定するため

に、標準地（14 メートル四方）を設定し、輪尺と樹高器を使って測樹を行ってきた。標準

地毎の蓄積量のばらつきがとても大きく、果たしてこの蓄積調査の結果が正しいのかどう

か検証する必要があった。また、林分の境界が正しいのかどうかも確認したいと考えてい

た。 
 
元々、コンセッション内の全ての境界は GPS（Global Positioning System）測量によっ

て確定されているが、図面上の境界と空撮画像とリーズナブルに合致するかどうかは重ね

合わせてみないと分からない。MHP 社はインドネシアの環境林業省から産業植林のライセ

ンスを得ている。関連法規の遵守は当然のことであるが、作業は届け出たルールや図面に

従って行わなければならない。作業用地図と空撮画像を重ね合わせることにより、客観的

に判断することができる。天然林や住民の耕作地や住居、ゴム園、パームヤシ園があると

か、河畔に近いとか、植林できない理由が一瞬にして“見える”のである。 
 
なお、MHP 社は 2012 年より、衛星写真も利用しているが、業務に与える効果はドロー

ンほどではないと考えているようである。 
 
b．ドローンによる GIS の充実 
 
 MHP 社の GIS（Geographic Information System:地図情報システム）は充実しているよ

うである。ベースマップとデータベースがあり、道路図、植林計画図、伐採計画図等、必

要なレイヤーは全て整備されているとの事であった。位置情報として GPS の座標データも

付加されているので、多少の誤差はあるが、空撮画像を重ね合わせることができる。（写
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真Ⅲ.）ドローンの導入以降、必要な情報を各地図に書き込んで更新している。GIS は今や

森林管理の主役といっても過言ではない。 
 
c．固定翼ドローン Ai450-ER の能力 
 

2016 年 1 月に PT Aero Terra Indonesia 社製のドローン Ai450-ER（写真Ⅰ．）を導入

した。ドローンの利用分野は、写真測量・影響評価・監視（観察）・調査研究である。

軽くて持ち運びが可能で自動操作の設定もできる。仕事の流れは以下のとおりである。 
 

1．飛行対象領域を決め、モバイルで事務所のネットワークに接続 
2．飛行（自動）計画に GPS 位置情報を入力 
3．画像データを取得してから機体回収 
4．オルソ画像化（正射変換）及び数値表層モデル作成 
 
 

Ai450-ER （固定翼ドローン）諸元 
 

Parameter（要素） Value（属性） 
Wingspan（翼長） 2.0m 
MTOW（最大離陸重量） 4.5kg 
Payload（搭載物） 24MP Sony ILCE-5100（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ一眼カメラ）

Take Off（離陸） Launcher（発射装置） 
Recovery（回収） Belly landing /Net（胴体着陸/網） 
Cruise Speed（巡航速度） 60kph（時速） 
Stall Speed（失速速度） 30-40kph（時速） 
Ceiling（上昇限界） 2000m 
Propulsion（駆動力） Brushless Motor（無整流子電動機） 
Minimum Endurance（滞空時間） 60minutes 
Flight Line Distance（飛行コース距離） 60km 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BE88w6Rh37k 
 
 
d．ドローン Ai450-ER の運用について 

 
ドローンは、風がある時や雨天は使用できない。離陸はパチンコ（Sling）の原理で、
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バネを引いて発射させる。飛行は電動モーターによるプロペラ推進である。発射時は、

グライダーの原理も併用し、たちまち高度 300 メートルに達する。パソコンで GPS 機

能を使って航路を設定しているので自動飛行となり、直ちに撮影（写真Ⅱ.）を開始す

る。また、安全上、離陸や回収には広い場所が必要である。空撮を終えたら、手動運転

に切り替えて、大きなネットを使って回収する。 
 
導入段階でのバッテリー有効時間は 30 分であったが、新型機導入時に 60 分有効の

バッテリーに切り替えた。現在はドローン 2 機体制で、2,000～3,000 ヘクタール/日使

用が可能である。天候や他の業務の関係で実働は 12～14 日／月とのことである。 
 
（３）今後の抱負 

 
 毎年、年次の伐採計画を立案する際に、輪尺と樹高器を使って人力で標準地の毎木調査

を行い、材積を推定している。これまで、測定してきたユーカリ・ペリータ（EP）の樹高

と胸高直径のデータが充実しつつある。この地上測樹データを利用して、ドローンの空撮

写真から材積を推定することを検討している。 
 

EP の標準地の樹高 A はドローンの空撮ディジタル写真から合成して推定できる。また、

過去の地上データの相関性より、樹高 A に対応する胸高直径 B が一本毎に推定できる。本

数についても、ドローンの空撮ディジタル写真にあるソフトを組み入れると、樹頂点（写

真Ⅳ.）を示してくれる。樹頂点を数えてくれることにより本数 C が分かる。つまり A、B、

C があれば材積の推定が可能となる。 
 
MHP 社のデータベースが整ってきたので、現場の作業員が携帯やタブレット端末で空撮

写真や GIS を見ることができるようにしたいとのことである。データが大きいと通信が難

しいので、予め担当者ごとに必要な情報を端末に取り込んでおくか、画質を落とすなりの

工夫が必要になるだろう。現場では、端末に位置情報としての GPS データのみを衛星から

取り込むことになるかもしれない。空撮写真を現場でも見ることができれば、適切且つ木

目細かい判断ができる。現場で“データの見える化”が進めば、より効率的な管理ができ

るものと期待している。 
 
2018 年 4 月にアドイン研究所の“森林 3 次元計測システム「アウル」”を導入したとこ

ろである。簡便なレーザ計測装置で、重量 5 キロで一人で計測する。ボタンを押すだけで

計測を始め、約 10 メートル間隔で計測地点を選んで測定していくというもの。野帳の集計

もデータ入力も不要で、専門知識が無くても操作ができるのが“売り”である。レーザ計

測の初期画面には林分基本データ（立木本数、平均胸高直径、平均樹高、平均枝下高、材
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積）、径級分布、毎木データ、立木位置図が表示される。 
 
ドローンで上から植林地の状況を把握できるようになった。アウル（OWL：Optical 

Woods Ledger）は横から植林地の状況を 3D で把握できる。経営者は、将来、上からの情

報と横からの情報を取り込んで AI に学習させて、上から見ただけで立木の蓄積が分かるよ

うにしたいと考えている。 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x1jMqOufMBg 
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写真Ⅰ．Ai 450-ER（固定翼ドローン）    写真Ⅱ. ユーカリ・ペリータ(EP)植林 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
写真Ⅲ．空撮画像と標準地蓄積の重ね合わせ  写真Ⅳ．樹頂点より立木本数を推定できる 
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Ⅴ．まとめと今後の課題 
 
海外植林地経営を計画的に行うためには、植林地の状況（立木情報）を正確に把握しな

ければならない。すなわち“森林の見える化（何処に、何が、どの位）”を進める必要があ

る。 
海外の産業植林地では、既にドローンを導入して活躍しているところもあれば、検討し

ているところもある。情報システムの進展によりＧＩＳも充実しつつあり、“森林の見える

化”が実現しつつある。情報クラウドシステムを核として、現場でスマートホンやタブレ

ットで利用できることも想定している。 
 
これからの海外植林地経営に必要なものは、本報告書Ⅲ.で論じたスマートフォレストリ

ーの導入であろう。スマートフォレストリーとは、衛星データ、航空機レーザースキャナ

ー情報、ドローン撮影情報、高性能林業機械、運搬車両、チェーンソーなどを情報システ

ムの要素としてＩＣＴ（情報通信技術）で連結し、情報収集・分析・管理制御を行って林

業の効率化を目指すものであり、目標は、儲かる林業の実現である。 
 
利益を得るためには、ＳＣＭ（サプライチェーンマネージメント）の構築による効率化

が必要である。上流（生産者側）の情報と下流（需要者側）の情報を共有できれば、上流

の生産状況や在庫状況（何処に、何が、どの位）と下流の必要量（何処に、何を、どの位、

いつまで）をマッチングさせることができる。これにより規格毎の数量、配送先、納期、

輸送計画が自動的に提案できれば、生産効率を向上させることができる。 
 
現場作業の情報システム化にも取り組む必要がある。高性能林業機械、運搬車両、チェ

ーンソーなどの稼働情報から、生産現場ごとの生産数量がデータベース化されて、作業進

捗状況や輸送進捗状況も管理することができる。ＧＰＳによる位置情報は、生産管理に使

うだけでなく、作業者の安全衛生管理（緊急時対応システム）にも利用できる。 
 
海外の植林地は遠隔地に散在しているケースが多い。しかも面積は広大である。衛星デ

ータを利用した、違法伐採、森林火災、風水害、病虫害等の管理が必要である。多種多様

な衛星が打ち上げられ、地上分解能も向上している。これらもＩＣＴで取り込むことを検

討する段階にきている。 
 
（次項は、新しい海外植林地管理システムのイメージ図） 
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平成２９年度第１回 

ＧＩＳ及びレーザー計測技術による 

海外植林地管理システムの導入可能性調査検討委員会 議事録 

 

日 時：平成２９年９月７日（木）１５：００～１7：1０ 

会 場：日本製紙連合会 Ａ会議室 

出席者(敬称略)： 
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東京大学大学院 農学生命科学研究科 准教授（森林利用学）  仁多見俊夫  
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資源・原料本部 チップ・パルプ部 木材チップ担当部長  荒井 芳晴 
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（事務局） 

一般社団法人 海外産業植林センター 専務理事   大渕 弘行 
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【事務局（大渕）】  それでは、皆様おそろいですので、始めさせていただきたいと存じ

ます。私は事務局の大渕です。どうかよろしくお願いします。 

 本日はお忙しい中ご出席くださいまして、まことにありがとうございます。ただいまよ

り第１回ＧＩＳ及びレーザー計測技術による海外植林地管理システムの導入可能性調査に

関する調査検討委員会を開催いたします。委員会は来年３月までに、３回の開催を予定し

ております。 

 最初に、本日出席されている委員の方をご紹介をしたいと存じます。お名前を読み上げ

ますので、その場で、簡単で結構ですので挨拶をお願いいたします。 

 まず最初は、東京大学の仁多見先生。 

【仁多見委員長】  仁多見でございます。森林利用学、山から木を出すのが本来の専門

ですが、今はいろいろ拡張して、情報の話とか、そういったところもやっております。よ

ろしくお願いいたします。 

【事務局（大渕）】  ありがとうございます。 

 次に、森林総合研究所の平田先生。 

【平田委員】  平田でございます。現在、森林総合研究所では気候変動研究担当を行っ

ております。また、国際連携担当のコーディネーターも行っています。また昨今、気候変

動の枠組み条約の中で、ＲＥＤＤ＋（レッドプラス）というのが海外の森林保全の中で非

常に重要なアイテムになっているので、それのセンター長も現在担当しております。 

 私自身はもともとは森林経理、それからリモートセンシング、森林総合研究所に入って

からは２０年以上、リモートセンシングをやってきました。２０００年頃からは航空機レ

ーザー計測を主に研究としていましたけれども、最近では途上国での森林のモニタリング

がメインのテーマになっております。よろしくお願いいたします。 

【事務局（大渕）】  ありがとうございます。 

 続きまして、東京電機大学の岩瀬先生。 

【岩瀬委員】  岩瀬と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私はロボットの関係で、少し異色な分野の人間ですけれども、最近は森林とか林業に関

するロボット開発ということを仁多見先生と一緒にやらせていただいておりまして、現在、

森林の中でドローンを飛ばしています。ドローンにレーザー計測器を搭載して、森林の中

で立木の調査ができるロボットの開発をしております。お力になれるかどうかわかりませ

んが、よろしくお願いいたします。 
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【事務局（大渕）】  ありがとうございます。 

 続きまして、北越紀州製紙の荒井様。 

【荒井委員】  北越紀州製紙の荒井と申します。私は木材チップを調達しているんです

けれども、経歴のほとんどは山の中で、植林から伐採、チップ工場の経営などに携わって

きまして、どちらかというと海外よりも国内のほうが詳しいです。私共の経験ですと、あ

まり機械を使わずに、手間をかけてやってきましたし、この会に参加させていただいて、

いろいろなことを学びたいと思っております。よろしくお願いします。 

【事務局（大渕）】  ありがとうございます。 

 次に、王子グリーンリソースの花山様。 

【花山委員】  王子グループの王子グリーンリソース㈱、植林事業部というところで主

に海外植林事業、パルプ材を中心とした、ユーカリとかの植林事業の事業管理を担当して

おります花山と申します。よろしくお願いいたします。 

 実は、委員としては今回のテーマに詳しい佐々木という若手を指名させていただきまし

たが、本日は出張で不在ですので、私が出席いたしました。彼は最近、インドネシアの植

林事業会社から帰ってきたばかりですので、現場のことをよく知っております。どうかよ

ろしくお願いいたします。 

【事務局（大渕）】  ありがとうございます。 

 次に、大王製紙の飛田様。 

【飛田委員】  大王製紙資源部の飛田と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

 弊社は南米のチリでユーカリの植林事業をやっておりますが、最近、ドローン等を飛ば

して何かできないかということで、取り組みを始めたばかりのところでありまして、この

機会にいろいろと勉強させていただければと考えておりますので、どうかよろしくお願い

いたします。 

【事務局（大渕）】  ありがとうございます。 

 続きまして、日本製紙の吉永様。 

【吉永委員】  日本製紙林材部の吉永と申します。よろしくお願いします。 

 私は２００７年から２０１０年までの４年間、西オーストラリア州のユーカリ・グロブ

ラスの植林プロジェクトにおりました。また２０１３年から２０１６年までの３年間はブ

ラジル・アマゾン河下流域のアマパ州のアムセル社で、紙パルプ用のユーカリを育てる植

林事業会社に駐在しておりました。今回、このような新しい技術に関する委員会に参加し
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て皆様方のご指導を賜りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【事務局（大渕）】  どうもありがとうございます。 

 早速ですけれども、これより本日の議事進行を仁多見先生にお願いしたいと存じます。

今回、仁多見先生は委員長を快く引き受けてくださいました。感謝申し上げます。 

 それでは、先生、よろしくお願いします。 

【仁多見委員長】  皆様と時間を有効に使って、何か新しい動きにできればいいなと思

っております。この委員会は年度内３回開催の予定のようですけれども、よろしくお願い

したいと思います。 

 今日は上河さんがアドバイザーでいらしていただいていますけれども、こういうテーマ

を示されたところの思惑みたいなもの、通奏低音として何があるのかというようなことを、

お話しいただくのがいいかなと思います。いかがでしょうか。 

【上河アドバイザー】  日本製紙連合会の上河です。日本製紙連合会では、私は原材料

関係、チップ、パルプ、それから古紙を担当しております。また、もちろん海外植林も担

当しております。 

 この調査検討委員会を今日招致しましたところ、委員の皆さん、大変お忙しいところを

ご参集いただき、ほんとうにありがとうございます。 

 今、仁多見先生から言われましたように、この調査を始めた背景なんでございますけれ

ども、日本の製紙メーカーは現在、製紙原料を安定的に供給確保するという観点から、海

外で植林事業を積極的に展開しておりまして、２０１５年末でいいますと、大体１１カ国

で３３プロジェクト、４５万ヘクタールぐらいの植林地を今現在持っております。 

 製紙連合会では環境行動計画というのを持っていまして、２０３０年までに８０万ヘク

タールにするという目標を掲げて取り組んでいるんですが、ここ４年ぐらい、実は製紙会

社が持っている植林地の面積というのは、少しずつ減少している傾向にあります。これは

理由としては、１つは木材チップの需要そのものが、紙の需要が減っているということも

あって、需要自体が減っているということが１つと、あともう一つは、初期に始めたプロ

ジェクトなんかについて、中にはいろいろと失敗事例といいますか、あまりうまく期待ど

おりにならなかったところを解除したりということもあって、今は少し減少を続けている

という状況になっています。 

 そういった中で、これからの課題なんですけれども、今持っている植林地で、いかに効

率的に施業をして生産性を上げて、より多くの木材チップを生産できるような体制をつく
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っていくかということが、これからの海外植林の大きな課題だろうと考えております。 

 そういった中で、お手元の資料の１をごらんいただきたいと思いますけれども、これの

裏側に今回の調査の概要が書いてございます。ＧＩＳ（Geographic Information System：

地理情報システム）及びレーザー計測技術による海外植林地管理システム導入可能性調査

ということですけれども、そこに書いてございますように、近年、人工衛星測量とか航空

機測量、それから、先ほどから何回も出ていますドローンによる測量によって、レーザー

計測あるいは画像処理技術、それから３次元レーザースキャナーによる立木の位置情報で

すとか蓄積の解析技術といったものが、非常に急速な進歩を遂げておりまして、これとＧ

ＩＳを併用することによって、資源管理システムの応用というものが林業分野で非常に大

きく発展をしております。 

 また、最近の事例としては、これはＪＩＣＡ（国際協力機構）ですけれども、インドネ

シアに対する技術協力として、日本の人工衛星を使って森林資源調査ですとか、違法伐採

の監視といったことにも活用していると。そういった動きが出てきているということでご

ざいます。 

 海外植林の実施に当たっても、きちんと正確な資源量を把握する、それから、どういう

路網をつくればいいかとか、どういうふうに機械を効率的に運用すればいいかとかいった

ことを含めて、非常にこういう分野は重要ですし、また一方で、山火事だとか病害虫だと

か、そういう予防にも役立てられるだろうということで、持続可能な海外植林の経営に大

いに役立つだろうと考えているところであります。 

 そういうこともありまして、今回、海外産業植林センターにこの調査を委託いたしまし

た。やり方といたしましては、調査検討委員会を設けまして、まず人工衛星測量、航空機

測量、ドローン測量など、さまざまな最新の技術についての情報といったものを集めた上

で、それを分析するというのが１つ。それを踏まえて、海外植林でどういう応用ができる

んだろうかといったことを検証していきたいと思っています。最終的には、ＧＩＳやレー

ザー計測を用いた海外植林地の管理システムといったものの方向性が出ればいいのかなと

思っている次第でございます。 

 ということで、今日はぜひ活発なご議論をしていただければと思います。よろしくお願

いします。 

【仁多見委員長】  ありがとうございました。 

【事務局（大渕）】  ご紹介するのが遅くなりましたが、本日オブザーバーとして、日本
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製紙連合会から片桐様が出席されています。 

【片桐オブザーバー】  日本製紙連合会原材料部の片桐と申します。オブザーバーとし

て参加させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

【事務局（大渕）】  あともう一方、同じく日本製紙連合会の原材料部部長代理の前田直

史様が、本日出張されておりまして、この席におられません。次回から出席されます。 

【仁多見委員長】  本日の資料にいろいろまとめて、これから議論していただくところ

があるわけですけれども、技術的に面白いもの、有効なもの、かなり期待できるものが見

えて動き始めているのは、皆さんご理解のとおりだと思います。私はそれをうまく人間サ

イドで使えるようにしていくというプロジェクトをやっていますが、今回は、特に海外事

業絡みというところもあって、クリアにしなくてはならないところと、違うところで難し

いというか、レベルが高いところがあるのかなと思っております。 

 そんな私の感じではありますけれども、進めてまいりたいと思います。製紙連合会の会

員会社の皆様方にとって、具体的なメリット、新たな良いビジネスモデルとなるような成

果につながっていければいいなと思っております。それを生み出すための調査検討委員会

ですのでよろしくお願いいたします。 

 本日の主な議題は、先ず調査研究の目的を確認するということですね。その次にプレゼ

ン資料に関する説明。それから、ここに来られておられる製紙会社海外植林担当の皆様の

要望。最後に調査研究の進め方を確認するという、４つでございます。 

 まず、資料の確認をしていただく必要があると思いますが、これは大渕さんにお願いし

てよろしいですか。 

【事務局（大渕）】  はい。配付資料ですが、資料１は今、ご確認いただきました。資料

２は「スマートフォレストリーによる新林業」。同じく資料３が、「スマートフォレストＩ

ＲＴ」のプレゼン資料。同じく資料４が、同じく「ＵＡＶにするバイオマス等の測定技術」。

ＵＡＶ（Unmanned aerial vehicle：無人飛行機）とはドローンのことですか。 

【吉永委員】  そうです。 

【事務局（大渕）】  一番最後の資料が、製紙会社さんから今回寄せられました要望でご

ざいます。以上５点、ございますでしょうか。 

 【仁多見委員長】  はい。ということで、私の資料からご説明して、どんな話がどこ

で進んでいて、何をやろうとしているのか、何を期待して動いているのか、ご理解のため

に資料を説明させていただければと思っています。 
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 基本的に、森林にある木材を効率的に出して、柱でも板でもバイオマスでも、製紙の原

料にでも、無駄のない有効活用を目指します。林業を行う地域には、森林が広がっていま

すので、新しい技術を使って構築すると、どんなことがどこまで可能だとか、そんな話に

なります。その一つとして、後でお話しいただく東京電機大の岩瀬先生と一緒にやらせて

いただいている、機能高度化したドローンの話なども入ってきます。 

 表題を「スマートフォレストリーによる新林業」としていますけれども、農林水産省の

枠組みをいただいて、国内の数か所でモデル的なプロジェクトを動かしておりまして、東

大グループとしては群馬県がモデル地域になるような事業を今、進めているところです。 

 ２枚目に「情報クラウドシステム」と書いてある“雲”から線が出ているイメージ図が

ありますけれども、基本的にＩＣＴ（Information and Communication Technology：情

報通信技術）、をうまく活用して新たなビジネスの形態というところまで持っていけば、山

の動き、材の流れがよくなります。日本の林業の通常の課題として量がまとまって出ない

というのがあるわけですから、量がまとまって、こことここをうまく調整すると、このタ

イミングでこの規格のものが、これだけ出せる。まとまったロットの大きさを確保した上

で、供給してもらえれば、単価を上げられるとか、あとは、どこにいつ何を出せるという

話に繋げて、トラックの輸送コスト、在庫コストも最適化できる。そちらのほうでもコス

トが下げられる。 

 すなわち、大枠はプロフィット（利益）を大きくできるというイメージですけれども、

クラウドシステム（Cloud Computing：ユーザーがコンピューターやソフトウェアを所有

しなくても、インターネット経由で、必要な時にサービスが受けられる考え方）のところ

で、どういうふうに山が動いていて、いつどこで何が出るかという話を、県森連の下部組

織や地域の林業センターみたいなものを想定していますけれども、これまでの、どこかに

出してお金がついてというプロダクトアウトのビジネスから、マーケットを呼んでくると

いうマーケットインのほうへ変える。それによって、さっきのプラスのところと、コスト

のマイナスのところと、メリットを具現化しましょうという感じになっています。 

 いずれにしても、現場のデータを取らなくちゃいけないというので、山のほうは効率よ

く正確に、これまでの林班・小班単位の、群落単位の制度じゃなくて、単木単位。曲がっ

た木は採材するときに、こういうものがとれないとか、切る前から採材シミュレーション

ができるとか、調査も岩瀬先生のドローンをうまく使えば、輪尺を持って走り回ることな

く、１０倍以上の能率も、条件によっては１００倍、オーダー２つぐらい能率よく林況調
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査ができるかなという話はしています。 

 アキュラシー（正確さ）とエフィシェンシー（効率）ですよね。これは、それだけ技術

を使えば十分に、古い言葉ですけれども、ナウい産業になるというのは明らかな話。うま

くそれを使えるように、クラウドシステムと連携をして、右上の森林情報システムのＧＩ

Ｓのところに、要するにメーンのデータベースのところをどんどん使えるように更新する、

制度をよくしていくという話になります。 

 タイムラグが少なくデータベースが更新されて、地域の山が“見える化”されて、次は

どこを間伐する、どこを主伐する、このような地域森林経営計画は、今、ざくっとつくっ

ていますけれども、それがほんとうにビジネスとしてのプラニング、マネジメントができ

るようになれば「林業」から「新林業」になると思っています。 

 山からの流れ出しのベクトルだけじゃなくて、需要サイドからの、どんなものが、いつ、

どれだけ欲しいという話が出てくれば、それに対して、じゃあ、こことここで間伐があっ

て、主伐がこうで、こういう種類・規格のものだったら、どのタイミングでどこにどれだ

け出てきて、それをこういうふうにまとめると、このロットの需要とマッチするとか、そ

んな話もさっきのコントロールセンターのところのファンクションになるでしょうけれど

も、川下というか、製材、製紙、バイオマス発電とか、そちらのほうからの需要のリクエ

ストに、山の動きをマッチさせるということも可能になります。 

 将来的には、海外でもそうだと思いますけれども、どんな山づくりをして、どういうふ

うに回していくのかというところは、具体的に地図で場所づけされて、数字とともに見え

てこないといけない。まさにそれを、このクラウドシステムは可能にするものだというふ

うにつくり込みを進めているところです。 

 特に国内の話ですけれども、イメージ図の右のほうに地方自治体とか地域住民のイラス

トがありますけれども、例えば、今、市町村の山、地域の山は、適切に間伐されているか

とか、うまく環境も維持されているかとかの理解にもつながるという意味では、ビジネス

ツールかつ行政ツールということもあり得るなと思います。 

 あと、林業事業体がしっかり儲けましょうという話は当然関係してきます。森林所有者

が、子々孫々持続的に経営する感じです。ＩＤとパスワードのクラウドになっていますの

で、全部が全部同じ情報を見ることはできませんが、適切なフィルターをかけて情報を共

有し、地域森林資源利用ということで、理解や問題意識を共通に持てるということにもな

るだろうと思っています。 
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 次のページは、ネットワークセンターというのが右から２つ目のところに書いてありま

すけれども、これが素材生産者・購入者の情報をいろいろと調整をして、どういうふうに

伐採するかとか、何を出材するかとか、それを購入者というか、製材のほうの話は簡単に

書いてありますけれども、それらを動き続けさせるというか、何でもシステムはそうです

けれども、熱が熱いほうから冷たいほうへ、またたくさんあるほうから少ないほうへ、差

がないといけないわけですよね。積極的に、コントロールセンターが単にマッチングさせ

るだけじゃなくて、積極的にアンバランスな状態にして流れをつくるというか、健全なア

ンバランス状態というか、これを意識しないといけないだろうなと思っています。 

 健全なアンバランスは、表現としておかしいかもしれないですけれども、どこでもこれ

でよしという話になったらシステムは動かないわけで、何かしら右と左が不等号でつなが

っている、そこで流れができるというわけですから、それをコントロールセンターという

のはかなり意識して、働きかけをするなり、マッチングをさせるなりするということだろ

うなと思っています。 

  次のページには、岩瀬先生のドローンの初号機が見えていますけれども、点群データ

を収集して、林分情報、地形や道のことも考えるとか、集材のことを考えるとか、システ

ムの能率や連携を考えるとかの情報も必要になってきますので、そういったところにフィ

ードバックできるようになっています。 

 ドローンについては岩瀬先生のほうで詳しく話していただきますけれども、我々のター

ゲットとしては、林の中を飛ぶドローンの開発です。 

【岩瀬委員】  そうですね。 

【仁多見委員長】  我々は森林の上ではなく中を飛ばそうとしています。これは世界に

例はありません。 

 その次のページは、作業車両とデータ採取についてです。これは、どの規格の材が、ど

こでどのように椪積みされているか、どういうふうに配送するか、どこへ持っていくか、

実際のフィールドのオペレーションのマネジメント（管理）とトランスポーテーション（輸

送）を結ぶ、そういう話はどうしても全体のサプライチェーンマネジメントのところでつ

いてきます。車両ですと、自動車もそうですけれども、データ送信に使われるＣＡＮ

（Controller Area Network：車載機器間の通信網）という技術がありますが、それを読み

ながら、今、何をしているか、今日何本切ったとか、どこで積み込んで、どこへ持ってい

って、どこで卸した等、そんな話がデータベースのほうに入ってくるとともに、そういっ
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たオペレーションが発注につながってくるということです。 

 これをキャリア（搬送波）で１日１回吸い上げればというのは、ＩｏＴ（Internet of 

Things：モノのインターネット）が普及して、もっと産業の基本機能みたいにして使いや

すくなっていくということですので、それは早晩そうなると思いますけれども、現状とし

てはシンプルにＳＤカードにおさめて、モデル的にやっているところです。 

 その次のページです。山の中で一番高度な機械はチェーンソーだと思っていますけれど

も、それにいろいろセンサーをつけて、スマートチェーンソーとかいってやっています。 

 スマホと連動させておくと、どういうふうにして何本切ったと。コンパイルしたものを

スマホに入れて、それを電子的な日報で、事務所に帰って、Ｓｕｉｃａの読み取りみたい

に日報で、あなたは今日、たくさん切りましたよね、でもちょっと危ない切り方をしてい

ますよねとか、そういうところも読める。あなたは適正に作業していますけれども、もう

ちょっとこういったところに気をつけてやったほうがいいですよねとか、そんなふうなエ

ルゴノミクス（ergonomics：人間工学）的なエフィシェンシー（効率性）のみならず、労

働安全衛生とか、そういったところにも十分に利用できます。 

 具体的には、インドネシアのボゴール大学と連携して、位置情報なんかを使ってやって

いますけれども、工程の作業管理や安全管理みたいなことが可能になってきます。林の中

のフライトレコーダーみたいなもので、何かトラブルがあった、災害があった、仲間が戻

ってこないとか、最後の最後までデータをとっているのは、チェーンソーであり、データ

ログ、記録として使える。 

 将来的には、もうすぐそうなっていくと思いますけれども、これは国内のチェーンソー

メーカーと連携してやっていますが、プロダクティビティー（生産性）はもちろんですけ

れども、労働安全衛生の話とかそういったところの話になっています。 

 ＧＰＳ（Global Positioning System：衛星測位システム） の絡みは、次のページの林内

作業データ。これは人力林内作業のＧＰＳデータ１日分です。タワーヤーダの人力作業を、

１日分スーパーインポーズ（superimpose：映像編集）したものです。 

 次のページに、このデータをもとに解析した「班作業の構造とシーケンス」が入ってい

ます。朝、作業をスタートをして、作業者各人のＧＰＳデータを１秒ごとにとっています。

一人一人の行動の記録を見ることができます。 

 この表からいろいろなストーリーが見えてきます。前日にうまく準備ができたので、能

率よく出せたとか、何日もつながって、１事業分見えてくると、そこで評価と反省みたい
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な話も議論できるということになります。 

 今はこれを標準化しようとしています。インドネシアの２つの会社のチーク植林地です

けれども、そんなところでサーティフィケーション（認証）とエフィシェンシー（効率）

絡みで、動きを具現化したいなと思っています。 

 あと、追加の話ですけれども、「自立分散集材機構」についてお話します。タワーヤーダ

の話はさっきのＧＰＳと絡めてやっているわけですが、まだ日本では集材機の現場という

のがかなりあって、そこのところを何とかしなくちゃいけないというのが私の問題意識の

一つでもあるんです。２胴１エンドレスみたいなものをぼんと置かなくても、小さいドラ

ムが分散して、それを情報でシンクロするという形。設置が早い、ラインの引き回しもシ

ンプル。ホールバックラインをくるくる回す必要もなく、そういう意味では次世代の集材

機システムになり得るものということで、今いろいろ働きかけをしているところです。 

 次のページです。作業能率とか、事業量の話をどうしてもコスト面から気にしなくちゃ

いけないわけですけれども、「事業量と対象面積のバランス」についてです。タワーヤーダ

にしても、車両系のものにしても、１班１日当たり、素材で５０㎥というのは、班の人数

にもよりますけれども、例えばさっきのタワーヤーダだったら３人で５０㎥、大体１人１

日当たり１７㎥から２０㎥ぐらい、素材が出せると思います。 

 一日あたり５０㎥、にしておいて、高い機械ですから、年間２００日頑張ってねという

話になると、１チーム当たり１年間に与えなくちゃいけない事業量としては、１万㎥。日

本だと多いかなという感じがしますけれども、グローバルで見ると必ずしも大きな数字じ

ゃない。かえって小さいぐらいですよね。１班、ハーベスタ・フォワーダの話になれば、

ワンセットで年間２万５,０００㎥とか２万㎥とか、そういうのもよくあるところですので。 

 具体的に日本でこの数字が可能かというと、いろいろシナリオを、例えば６０年で主伐、

中２回間伐してというふうなものを、何か前提を立てて議論する必要があります。どこも

数字がないので。能率のいいワンマンオペレーションの機械の場合は、年に１万２,８００

㎥ぐらい。海外で地形条件のいいところではそういう話かなと思います。 

 例えば３人一組で１日５０㎥出材のタワーヤーダだったりすると、６０年で回すという

サイクルを考えると、大体９００ヘクタールから１,０００ヘクタールぐらいの広がりをワ

ンユニットとすると、ちょうどバランスすると。日本でよくある３点セット、スイングヤ

ーダー、ハーベスター、フォワーダーのシステムですと、大体５００ヘクタールぐらい。

うまくそれも年がら年中動いての話ですけれども、そういうバランシングになるというの
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が、シナリオを前提として考えると見えてきます。 

 ですから、国内で例えば２万ヘクタールの市町村で、半分対象となる森林があって１万

ヘクタールとすると、確実に動かし続けるというパフォーマンスが森林組合なり地域の林

業事業体にあれば、ハイパフォーマンスなタワーヤーダーなり、ハーベスター・フォワー

ダーのセットで１０班が常時動いて、材を出してくるということができるという試算をし

ております。林業は十分にもうかる成長産業であると。今さら成長産業もないと思うんで

すけれども、山をもうからなくしているのは何かということを考えると、当然の話とは言

えるかと思います。 

 最後は、地域林業のサプライチェーンマネジメントシステム。ユーザーインターフェー

ス（user interface：機器やソフトウェア、システムなどとその利用者の間で情報をやり取り

する仕組み）のイメージとか、サプライチェーンの管理システムといったものを、具体的

な表現として中身が、最初のほうのページにありましたブロックダイヤグラム（block 

diagram：コンピューターシステムやプログラムの各構成単位をブロックで表し、各ブロ

ック間の接続状態やデータの流れを矢印などで記述した図）のところにつくり込まれてい

るという感じになっております。これによって、ある程度のまとまり、今、プロジェクト

ですと県単位でやっていますけれども、私のイメージですと、複数県を一まとまりとして、

そこにコントロールセンターがあってというのが、バランシングのもっともらしい、フィ

ージブルなスケール感なのかなとは考えています。 

 私がやっておりますところを中心にお話申し上げましたけれども、ここにどうしても正

確な山の情報の把握というところが必要ですので、岩瀬先生とご一緒させていただいてい

ることは非常に有効で、また、ビジネスのスタートで、どこまで私の山みたいな話、境界

の画定の議論というのがありますけれども、そういうところにもドローンでレーザースキ

ャニング（スキャナーから照射されたレーザーによって、対象物の空間位置情報を取得す

る計測）というのは非常に有効で、その技術開発に取り組まれている企業の方もいらっし

ゃるというのが実情です。 

 以上で私のやっていることをかいつまんでお話させていただきましたけれども、森林そ

のものは世界的にどこの地域でも大きな自然資源で、うまくこういった技術を生かすこと

で、本来のもうかる産業としての形ができてくると考えております。日本だと再構築とい

う感じなんでしょうか。大分お話させていただきましたけれども、引き続いて岩瀬先生に、

さらにお話を進めていただいたほうがよろしいですね。 
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 では、お願いします。 

【岩瀬委員】  ありがとうございます。 

 では、仁多見先生に続いて、岩瀬から少しかいつまんでお話させていただきます。資料

はこの、ちょっと青っぽい資料になります。こちらの資料は別途のところで話をしたもの

なので、途中ちょっと入っていますけれども、大きくお話させていただきますと、先ほど

仁多見先生の図にありましたけれども、森林の林況調査の部分をドローンでやりましょう

というところを主にやっております。 

 リモートセンシングの考え方からいうと、人工衛星から航空機に来て、だんだん高度が

下がってきているわけですけれども、そこのデータをより精度を上げましょうと考えたと

きに、森林の中から調査していくということが重要ではないかというお話を仁多見先生か

らもお話しいただきました。今ですと、人がレーザー測量機器を担いで持っていって、森

林の中に入ってレーザースキャンをして、データをとってくるというのも最近実用化され

てきているんです。 

 そこをもうちょっと推し進めて、レーザー測量機器自体をドローンに搭載して、ドロー

ンにある種の知能を持たせて、半分ぐらい自律で動いて、所定の森林の中のデータをとっ

てきて、そのデータを解析したり、仁多見先生の森林のＩＴシステムに載っけて、実際の

施業に生かしていただいたり、森林の計画に生かしていただいたり、またはハウスメーカ

ーさんとかいろいろな市場のところに、今この山にはこのデータがあるよというデータと

の連結をしていくと。そのための大もとのデータをとってきましょうというところをやっ

ております。 

 ちょっと画面が小さくて申しわけないんですが、これは初号機なんですけれども、こん

なものをつくっておりまして、ドローンの話だけでいいますと、今、世の中に出回ってい

るドローンというのは大体、電動のドローンになります。電動のドローンは非常に手軽で、

いろいろなところで活用できるというところがある反面、なかなか駆動時間が長くとれな

いという問題がありまして、バッテリーの容量を増やせば長く飛べるんですけれども、逆

にバッテリーの容量を増やすと機体重量が増えてしまったりとか、サイズが大きくなって

しまったりとか、またバッテリーの交換という問題も発生します。山に入る場合、長時間

飛べないといけないというニーズがございます。 

 そのニーズに応えるということで、ガソリンエンジンを使ったドローンというのを開発

しています。実際には刈払機のゼノアさんのエンジンを使っていまして、刈払機の混合ガ
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ソリンをドローンの燃料タンクに入れてもらえれば、そのまま使用できるというものをつ

くっています。 

 お配りしたお手元の資料の５枚目の裏を見ていただくと、「エンジン型ドローンの強み」

について説明しております。エンジン型ドローンでガソリン１リットル積みますと、大体

１時間連続飛行が可能です。航空機の場合、飛ぶものの場合には、結局総重量で飛ぶ時間

が決まってくるので、積み荷をどれぐらいにするかによるところもあるんですけれども、

実際、積み荷として今、４～５キロぐらい積めるという状況になっています。 

 積み荷の４キロ分を全部燃料に回してしまえば、４時間ぐらいは飛びますけれども、そ

れだと仕事にならないので、大体１リットル分を載せて、残り３キロ分を仕事用に回す考

え方です。その仕事のキャパシティとしては、今はレーザー計測器をつけたりとか、赤外

線のセンサーをつけたりとか、もしくはハンドみたいなものをつけて、何かひっかけて持

っていくとかということもできるかと思います。 

 電動ドローンにも同じようなところがあるんですけれども、電動ドローンと飛行の原理

を変えていますので、エンジン型ドローンは電動ドローンと比べて風に対して安定だとい

うメリットがあるということでございます。 

 このような状況で、仁多見先生にご尽力いただきまして、群馬県で実際に森林の中に行

って、林の中を飛ばしまして、そのときに上のところにレーザースキャンを入れて、スキ

ャンしてデータをとりました。 

 その結果が、前後いたしますけれども、お手元の資料の１枚目の裏のところにあります

が、こんな形で点群データとしてデータがとれてきているというところでございます。こ

れはまだまだ後処理しないといけないんですけれども、こういった点群データがとれてき

ますと、直径にして大体２～３センチぐらいの誤差で直径の値をとってきて、それが下か

らずっととっていきますので、曲がりとか、形状とか、それから樹高がどれぐらいあるか

とかいうのが、この点群データから出てくると。かつ、ここの木１本１本の配置関係も地

形とともにとってきますので、その地形において、どの木がどこに生えているかという位

置情報もあわせてとってくるということになります。 

 ちょっと技術的なことを申し上げると、林内なので、ＧＰＳが使えないので、レーザー

のとってきたデータを、画像の処理によって位置関係をコンピューターの中で計算してい

って、それをつなげていくことで全体の地図をつくるという、ＳＬＡＭ（Simultaneous 

Localization and Mapping：自己位置推定と環境地図作成を同時に行う）という技術があ
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るんですけれども、それを使って全体のマップをつくっていくということになります。 

 現在はまだマニュアルで飛ばしている状態なんですけれども、今年度の中では半自動で、

ドローン自体に環境を認識するセンサーを搭載しまして、大体こっちへ行っておいでとい

うと、そこを自分で認識して、ぶつかりそうになったらよけるとか、よけようがなかった

ら、そこでとまって引き返すとかいうような、半自動の機能を盛り込んで、現場でそこに

行っていただいて、見える範囲で待っていただいていれば、大体ドローンがあっちへ行っ

たりこっちへ行ったり、もう少しこっちへ行ってという指示を出したら、そっちのほうを

見てくるという状況で、わりあい楽にデータをとってくるというシステムまで、今年度中

に完成したいと考えております。 

 これが初号機と申し上げたのは、実はサイズが今、１,３００ミリということで、若干横

幅が広いので、密な森林になってくると飛ばしづらいという問題がございます。それで、

行ったり来たりして申しわけないんですが、資料の８枚目を見ていただくと、Moricopter

というのを開発中でして、全く別の、いわゆるドローンという形状、平べったいところに

幾つか羽根があるという形状ではなくて、縦にした筒形のエンジンドローンというのを、

今作っています。 

 こちらの直径が大体７００ミリということで、現状の１,３００の約半分ぐらい。見てい

ただくと、これはＣＧで申しわけないんですけれども、周辺に一応、金属のガードが入っ

ていますので、木々にぶつかっても大丈夫という形でつくっていまして、これが完成して

くると、より森林の中を移動するというところに適した形になってくるのかなと考えてお

ります。 

 いろいろと、今は林況調査ということに特化していますけれども、センサーを別のもの

に載せかえたりとか、またはロボットアームみたいなものをつけていくことによって簡単

なものを持っていくとか、林業事業体の方々からも、もうちょっと重たいものを運べない

のというような要望をいただきまして、その場合にはサイズが大きくなるので、中を飛ば

すというわけにはいかないかもしれませんが、エンジン型ドローンのサイズの大きなもの

で、足場のところが現場まで５キロぐらいのものを持っていくとか、そういったものなん

かもサイズアップということで試したりしますので、色々と活用の方法が出てくるのかな

と考えております。 

 簡単ではございますが、このようなことをやっております。以上で説明を終わらせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 
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【仁多見委員長】  ありがとうございました。 

 Moricopterはもう飛び始めてますか？ 

【岩瀬委員】  今、実験場で浮かんできたところでして、もう少し制御系というか、ち

ょっとふらふらしているので、中に持っていくまでのを詰めて、安全性を高めていくとい

うのがありますけれども、ようやく地上から離陸した状態になってきました。 

【仁多見委員長】  ２つに重ねると難しいところも。 

【岩瀬委員】  そうですね。縦にはいいんですが、横に揺れるところを、どう解消する

かというところのやり方が、少し難しくて、そこを今、一緒にやっている企業と詰めてい

るところです。 

【仁多見委員長】  それでは、資料４の「ＵＡＶによるバイオマス量の測定技術」につ

いて説明をお願いします。 

【吉永委員】  この資料は、紙パルプ技術協会の紙パルプ研究発表会という、学会とは

また違うんですけれども、各製紙会社さんのＲ＆Ｄの方々が、お互いの成果を発表し合う

ような機会がありまして、そこで日本製紙の取り組みとして、ブラジルのアムセル社とい

うところでバイオマス向けの資源量を推定する方法を、ドローンを外業に使って、内業で

はフォトスキャンによる空間体積を求める、そういった簡便法でバイオマス量の推定をし

たというものでございます。 

 資料の１ページ目は日本製紙の植林地の説明をしております。で、ブラジルの５万ヘク

タールというところが我々の事業会社の中で一番大きいところですので、次のページをめ

くっていただくと、植林地のバイオマス量の把握というのが非常に植林事業会社にとって

本質的な部分になってきます。 

 従来の調査方法というのが下に書いてあるんですが、実際に標本調査ということで、も

ちろん毎木調査はできませんので、実際には１０ヘクタールに１つプロットぐらいの割合

で、１つのプロット当たり大体４００㎡で、４８本とか５０本とか、そういったもののＤ

ＢＨ（胸高直径）をはかって、樹高をはかってということをやっているんですが、パルプ

材向けに規則的に植えられて、成長もクローンでそろっているところと違って、燃料チッ

プなんかに向けられるような、ユーカリだけでなくてアカシアがまじっていたり、昔のク

ローンがまざっていたりする非常に複雑なところですと、そういった従来法による方法だ

と非常に時間がかかってしまうという需要があって、何かできないかということで、次の

ページ。 
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 広域を測定するために、空から森林を調査するということで、よく航空機でいろいろな

ことをやっていた時期はあるんですけれども、フライトを飛ばすのにもある程度時間がか

かったり、コストの話がありますので、どうしても今回バイオマス量を推定する際に、決

定打にはならないだろうと。 

 もう一つ、人工衛星の画像も利用するということは一応思いついたんですけれども、全

体を俯瞰して見るのにはいいんですが、ただで手に入れられるレベルというと、ほんとう

に地上解像度も低くて、資源量推定には向かないかなというところがありました。という

ことで、安くて速くて、地上解像度も高いということで、無人航空機を使うことに着目し

ています。 

 その次のページをめくっていただくと、ＵＡＶという呼び方は、人が乗らない航空機と

いうことで、Unmanned Aerial Vehicleという頭文字をとって、我々はＵＡＶと言ったり

ドローンと言ったり、いろいろなんですけれども、ここではＵＡＶという言い方を使って

みました。回転翼タイプと固定翼タイプがありまして、それぞれ非常にピンからキリまで

値段もありまして、価格によって何が異なるかというと、もちろん機体のサイズなんかも

あるんですけれども、１個のバッテリーでの飛行時間ですとか、さっきのペイロードの重

量ですとか、また飛行安定性ですとか、そういったものが値段の違いに結びついています。 

 下のところに書いたのが、自律飛行というところが大きな利点として挙げられると考え

ています。ドローンにはＧＰＳですとか、磁気センサー、気圧センサー、加速度センサー、

ジャイロなどのセンサーが組み込まれているので、自分の位置とか動きを認識することが

できますので、あらかじめ地図上で飛行ルートですとか速度を指定しまして、そうすると、

そのとおりに自動で飛行することが可能になるということで、この写真は、あらかじめフ

ライトスケジュールを設定して、それに沿った動きを自動でしてくれるというものです。 

 その次のページで、じゃあ、我々の検討としてどういうことをやっていったかというも

のですけれども、もう１ページ、試験の地図があるやつから説明させていただきますと、

我々の持っている試験地の中心的な部分が、縦に４３キロ、横に６０キロぐらいのまとま

った団地がありまして、この中で１５個のプロットを選んで、従来方法での計測をまず行

っています。 

 下の従来法というところで、現地の作業員、麦わら帽子をかぶった人が、光波での測距

を使った樹高の測定、ボルテックスで、胸高直径の測定ということで、これは電子輪尺で

して、どんどん挟んでいくと、データロガーで、後で事務所で吸い出すという形になって
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いまして、非常に伝統的なやり方になっています。 

 ＵＡＶを飛ばしたときに、どういうふうに行ったかといいますと、飛行高度１００メー

トルで、これが大体目視ができる、ほどよいレベルが大体１００メートルでして、あまり

これ以上上げてしまうと、非常に広い範囲を捉えることができるというメリットがあるん

ですが、風も強くなってきますし、飛行の安定性が欠けると、得られる画像データのぶれ

が大きくなってしまうというものがあります。幾つかの高度を試す中で、一応１００メー

トルというのが操作をしやすいということで、現実的なラインであろうと。 

 さらに飛行速度については、８メートル/秒から１０メートル/秒ぐらいが、後でカメラ

のスペックを説明するんですが、インターバル撮影、自動撮影しますので、それをオーバ

ーラップさせていったものを３Ｄデータにするという方法を行っていますので、飛行速度

は時速８メートルから１０メートルということでやっておりました。 

 ７ページ目の上側にある調査フローということなんですけれども、まずは①の、「空中写

真」ですね。ＵＡＶにデジカメ、ニコンのCOOLPIX Aというのを使ったんですけれども、空

中から対象となる森林の写真を撮って、ＵＡＶにはこのCOOLPIX Aを固定して、インターバ

ル撮影ということで１秒ごとに写真を撮る機能を使って、一定速度で飛ばしますと、一定

間隔の連続空中写真が得られます。 

 ②は、「表層モデル」及び「地形モデル」となっているんですが、この専用のソフトとい

うことで、市販されているAgisoftのPhotoScanというやつがあるんですけれども、それを

使って樹冠の３Ｄモデルを作成します。森林を上から見たものの合成データですので、こ

こで作成できるのは森林の表層のモデルということになります。 

 ③は、実際に内業の部分なんですが、弊社では単木レベルでやるものと空間体積でやる

ものの、両方研究しているんですけれども、ここで紹介するのは空間体積法ということで

紹介させていただこうと思います。地表面データとの差分で空間体積を求めるんですけれ

ども、アムセルの場合はブラジルの国土地理院に相当するところが、地表面の情報を持っ

ているものですから、それを使って、ＵＡＶで飛ばしたものの３Ｄデータと合成して空間

の体積を求めています。 

 下のドローンによる撮影ということで、使用機器ですが、Phantom 2という機種を使いま

した。ＤＪＩという中国のメーカーで、今、世界シェアが６割という最大手ということで、

非常にコストパフォーマンスがよいです。ドローンとして重要な機能は、このPhantom 2

のレベルで一通り備えていまして、今、新しく３とか、後継機がどんどん出てきているも
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のですから、今はアマゾンだと４万５,０００円ぐらいで買うことができます。 

 積載重量が５００グラムですので、実質デジカメ１台程度が限度と、ペイロードは非常

に少ないんですが、この状態で、１バッテリーで最大１５分ぐらい飛ぶことができます。

当然、自律飛行機能もついています。電池を買うのは幾つでも買えますので、機体も何機

か、実は墜落事故なんかも起こしたことがありますので、何台か持っているんですけれど

も、一回現場に出たら、昼番の人が朝出てから夕方戻ってくるまでに十分な量のバッテリ

ーを買っておくということをしております。 

 デジカメとしましてはNikon のCOOLPIX Aを使い、５００グラム以下、高画質ということ

で、あと、インターバル撮影機能、写真への位置情報付与ができる点というものを選定の

基準としました。ＧＰＳ機能がついたカメラというのも１つですね。高さの情報が、ＸＹ

だけでなく必要ですので、それがカメラのほうにつけたセンサーで、内業のときに利用す

るということになっています。 

 ８ページ目なんですけれども、「ドローンによる撮影：撮影条件」ということで、対地高

度１００メートル、飛行速度８メートル/秒で自律飛行した場合に、１秒間隔で自動撮影し

ますと、大体１０分間ぐらい飛べば、ワンフライト６００枚程度の空中写真が得られます。 

 次に、連続空中写真から対象地の「３Ｄモデルの作成」ということで、複数の写真から

対象物の３次元構造を復元するということを、自動でやってくれるソフトウエアです。ほ

ぼ自動処理で、当時ブラジルの会社で買えるパソコンの中では、処理速度のかなりいいも

のをとりあえず買って、昼間の間に撮ってきたものをデータで夕方に吸い上げて、夜に退

社する前に計算を起動すると、次の朝にはできているというような、必要十分な量の、例

えば写真１枚のデータサイズですとか、画素ですとか、あと枚数といったものは、実はい

ろいろ試行錯誤した結果、こういったものが一番いいだろうと。寝ている間にする計算と

いうのは、手を離れたところでできますので、そこでいかに費用対効果の高いやり方で精

度を上げられるかということを追求しました。 

 ９ページ目のところでは、３Ｄモデルの作成ということで、これは写真ではなく、デー

タの形になっております。１０ページ目の上もそうですね。 

 １０ページ目の下のところで、バイオマス量推定ということで、これはまさにこういっ

た、ほんとうに雑木林のような、高さもいろいろですし、そろっていないようなエリアを

はかるのに、こういった方法でやってみたらどうかということで、考えておりました。植

栽密度といいますか、切ったところから生えてきている萌芽更新が不均一なものですから、
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現在のやり方で、１０ヘクタールに４００平米だと大体、たった０.４％のサンプリング調

査になってしまうわけで、どうしても精度がいま一つになってしまいます。 

 従来法の外業ですと、当然これは１個体１個体の樹形が複雑でして、萌芽枝が何本も出

ていると、当然その幹の数だけ、ある一定の太さ以上のものは数えるというふうにやって

いますと、非常に測定にも時間がかかるということで、今回ＵＡＶを利用して４００㎡で

はかったものを、散布図のようなものをつくって回帰して、その検量線を用いて、ＵＡＶ

で測定面積を拡大する方向で、この辺の誤差を減らすということを狙ったものです。 

 実際にはこういったまちまちな、要するに切ってからしばらく放置してあるようなとこ

ろのブロックを３つピックアップしまして、３９プロット分、ＵＡＶ調査と従来法の材積

調査を行って、検量線の作成と、その精度の確認を行ったものです。 

 次のページが結果と考察というところなんですが、まず測定効率。上の三角のところが

外業エリアでして、高度１００メートル、速度８メートルパー秒の条件で、１０分の飛行

で約２０ヘクタールが撮影可能であって、これは当然、従来法よりも格段に高い効率でデ

ータを集めることができ、またさらに、林内に入る必要がなくて、機械が撮ってきてくれ

ますので、作業負担は非常に低いです。一方で、雨の間はできないとか、いろいろあるん

ですが、とりあえずこういったメリットはあります。 

 下の内業の部分、これは解析に時間がかかるということが、どうしても従来法に比べて

時間はかかります。１フライト分で集めてきたデータを、最後の空間体積を求めるまでに

大体４時間かかりますので、これは写真の枚数ですとか、ＰＣのスペックそのもの、また

解析条件に依存します。一方で、実作業は少ないというところがみそでして、一旦指示を

出してから帰れば、次の朝来たときには計算が終わっているということになります。 

 次のページ、１２ページ目は、まず下の地形図の解像度ということで、地際のデータが

実は２つのメッシュがありまして、当然３０メートルメッシュよりも２.５メートルメッシ

ュのほうが細かく地表面データがありますので、上の散布図でオレンジ色のポチですね。

これが２.５メートルメッシュで、横軸をドローンによる推定樹高、縦軸は従来測定法です

ので、かなり正確な樹高の測定になるんですが、２.５メートルメッシュの地図を使った高

さ方向の計測であれば、十分使えるレベルなのではないかなという結論に達しています。 

 次の１３ページ目は、すいません、持ってきたやつが、ほかのプロットが表示されない

ものを持ってきてしまったんですけれども、もともとこれは３つのブロックで、ユーカリ

の萌芽が中心でまばらなブロックと、一方でアカシアなどの侵入してきた木の多いような
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密な森林と、実は幾つかの林相によってブロックごとに分けた結果を、ほんとうはここで

説明するつもりだったんですけれども、すいません、違う資料を持ってきてしまいまして。 

 どうしてもそういう複数樹種がまじっている林相の部分は、精度が幾らか落ちるという

結果が得られています。一方で、ユーカリの萌芽はある程度、当然萌芽してこないやつも

あるんですけれども、一定間隔で植えたものがベースになっていますので、比較的精度の

高い結果が得られまして、最後のページのまとめのところにおいて、一応こういった検量

線を用いて、それでその後、何をやったかといいますと、ここで得られた検量線をもとに、

植林地の防火帯の四ツ辻に当たる部分で飛ばしまして、ほんとうは全部の小林班がとれる

といいんだと思うんですけれども、四ツ辻で飛ばすことで四つの小林班分のそれぞれのデ

ータということで、機械的に得られた検量線から当てはめて、その小林班のバイオマス量

を推定するという方法を使いました。 

 当時の目的からすると、ちょうど国の機関に届けるデータの、ある程度科学的な方法で

というやり方だったので、アカデミックな方法ではないので、学者の方から見ると突っ込

みどころ満載の方法というところはあるんですけれども、一定の目的が達せられたという

ことが、この研究成果になっています。 

 本研究は、ＮＥＤＯの共同研究ということで、実はファンディングを受けておりまして、

千葉大の方とか、千葉大を出られて新しい会社に移られた方と一緒に、アムセルと日本製

紙とで取り組んだ結果がこういったものになります。 

 以上です。 

【仁多見委員長】  ありがとうございます。 

 私、仁多見、岩瀬先生、それから吉永さんと、話をしていただきましたが、どうでしょ

う。まず平田さん、突っ込んでいただいて結構なんですけれども。 

【平田委員】  昨日まで海外に出かけていて、特に手持ちの資料がなかったんですけれ

ども、今回このお話をお聞きして、この後の各海外植林担当者の皆様の要望なんかを見さ

せていただいて、我々は、こういったＩＣＴ、あるいはＩＣＴに限らずリモートセンシン

グの技術を、一体林業のどの場面で使っていくのか。例えば植林に使いたいのか、管理に

使いたいのか、伐採に使いたいのか。これによって使う技術というのが全く違うというこ

とを、スタートラインとして考えておかないといけないのかなと。 

 それからまた、管理する森林の面積を一体どれぐらいのターゲットにするのか。もちろ

ん、これは我々研究者が高級な技術を開発すればいいというものではなく、費用対効果を
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考えた上での技術の導入というものでないといけないわけですから、管理する森林の面積

に応じて、もちろん利益が出てくるわけで、その利益に対してどういったモニタリング、

あるいはその他の技術を開発していくのかというのは、非常に重要になるのかなと思いま

す。 

 必要とする情報とその精度が、それぞれの場面で、おそらくかなり違ってくるんだと思

います。その必要とする情報を、どの精度で捉えるのがいいのかということが、今回の調

査の中で一番のポイントになってくるのかなと思います。 

 今、日本製紙さんからお話をしていただいた、ドローンを使った、よくこのPhantom 2

にCOOLPIX Aを載っけたなと感心しているところですけれども、例えば、この価格でこれだ

けできるというのはすごいことだと思うんですけれども、PhotoScanでやろうとする以上は、

ＤＳＭ（Digital Surface Model）といって、林冠表面の高さを使った手法でやろうとする

と、どうしてもそこの解析が律速になる。じゃ、PhotoScanをたくさんそろえればいいかと

いうと、PhotoScanが大体今、日本での実売で３０万円。これを幾つもそろえるとなると、

それで採算が合うものなのかどうかというのは検討しなければいけない。 

 これは、実は従来法というのと３Ｄモデルを使った、おそらくほんとうはドローンを使

った間のものというのもあると思うんですね。ドローンを使ったサンプリング。例えば、

同じ林相のものだけを衛星で境界だけ先に抜き出しておけば、あとは、これは空間体積法

を使われていますけれども、造林木ですので、例えばある程度樹高がわかれば、どれだけ

かというのはわかるわけで、それをサンプリングでやれば、これ全てをＤＳＭでつくるか

ら時間がかかるので、そこを省力化すると、実はコストのダウンにもつながって、それで

あとは必要な精度をうまく抜けているのかどうなのか、そういった検証をするということ

によって、コストダウンという可能性は十分あるのかなと。 

 単木レベルでもやられているとおっしゃっていましたけれども、その単木レベルも、例

えば全木ではなくてサンプリングの考え方で、あるいは、例えばＤＳＭ何枚か分だけを使

ったときに、単木レベルでの樹高の分布というのを、局所最大値を抜き出していって樹高

の分布というのを予想してあげれば、そこから例えば蓄積を予測するという方法だって考

えられるわけなので、そういったところで必要な精度とコストを、どうバランスしていく

のかというのは考えられる。ただ、こういうことをやられているということは、非常に画

期的だと思いますし、こういった技術をうまく生かしていければいいなと思います。 

 それから、ガソリン型のドローンというのが、我々が今、ドローンで一番問題となって
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いる飛行時間の問題ですよね。電池を１日分買っていけばいいと言うけれども、例えば

Phantomの電池だって２０本買おうと思ったら、結構いい値段になっていくので、今日いた

だいた資料の要望の中で見せていただいていた中では、機材と仕組み導入コストで１００

から２００万円程度とかいう会社さんもある。 

 そうなるとこれは、例えばドローンを４機買って、それにそれぞれ１日１０分、頑張っ

て１５分から、２０分飛ばすとちょっと不安になってきますけれども、ドローン４当たり、

大体２キロまで飛ばせますけれども、８００メーターぐらいしか目視はできないですが、

そこら辺のことを考えても、１日の作業、研究ではなくて作業で使おうとすると、予備バ

ッテリーが１機材につき１０本１５本は欲しいなという感じがするので、そう考えると、

なかなかその予備バッテリーが難しい中で、ガソリン型というのが将来どれだけのコスト

で出てくるのかということで、こういったものの実用化というのが図られてくるんだろう

なと思います。ただ、現在のところ使えるのは、ＤＪＩが基本的にはベースになっていく

のかなという気がします。 

 また、ＤＥＭ（Digital Elevation Model）がブラジルの場合、非常にきちんとあったと

いうことが大きいんですけれども、例えばチリでやられているような、僕も先月はペルー

のユーカリの林を調べに行っていたんですけれども、地形の厳しいところでは地形図がな

いと、なかなか体積法でぽんとやるのは難しかったりするので、もしかしたらドローンを

飛ばして、例えば日林協さんがつくっている「もりったい」とか、そういう単木レベルで

の、ある程度人の手をかけた、でも現地ではなくて、帰ってきて人の手をかけた単木レベ

ルの樹高をはかってとか、おそらくそういう意味では、既にある情報が何なのかというこ

とも、先ほどのどのステージでこういった技術を使うのかとあわせて、考えなければいけ

ない点なのかと思います。 

 特に、国内に関心をお持ちの方も、結局は同じことなんですけれども、そういったフリ

ー、あるいは安く得られる情報を組み合わせれば、実はあまり高度な技術を入れなくても

いい可能性もあるわけだし、結局は、もうけがどれだけになるのかというところが一番、

本音を言えば重要になってくるので、もちろん、格好いい技術も大事なんですけれども、

必要になる情報というのを、こういった勉強会あるいは調査の中で明らかにしていく。そ

のためにきちんとした、どのステージで何を使うのか、それぞれのステージで、どの精度

で必要なのか、また、それぞれの作業工程に対してどういったコストがかかるのか、ここ

をこの調査の中で整理されていくのがいいのかなと思います。 
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 この「ＧＩＳ及び」というＧＩＳとレーザー計測技術というのが、かなりかけ離れてい

るというか、ＧＩＳの一空間情報として、レイヤーとして、レーザー計測の結果を入れて

いくということなんでしょうけれども、そのＧＩＳに持たせる情報として、レーザー計測

であったり、ドローンの点群のデータから復元するような情報であったりと。 

 レーザー計測の技術に関しては、私も１７年ぐらい航空機レーザーをやってきて、なか

なか日本の場合には実用化に持っていけない一番は、発着陸のコストなんですけれども、

これも一体どういった面積を対象にするのかによって、海外でももしかしたらサンプリン

グでコストを下げられる可能性はある一方で、例えばタイなんかだと、自国に機材を持っ

ている会社があるんですけれども、カンボジアでレーザーをやろうとしたら、タイから機

械を運んでこなきゃいけなかったとか、どうしても国の条件、状況によっては、使いやす

かったり使いにくかったりする。 

 それはドローンも実は一緒で、ドローンも相手方に買ってもらって飛ばす分にはいいけ

れども、自分たちで持ち込もうとするとひっかかって、例えばペルーなんかは自分たちで

は持ち込めないとか、そういったこともありますので、それぞれの国、現在１１カ国でや

られているという話で、大体１カ国が１万３,０００ヘクタールかそれぐらいのサイズとい

うことなので、面積的には非常に大きいというわけではないので、航空機という選択肢は

ほとんどないのかなと。 

 また、ドローンからのレーザーは、レーザースキャナー自体がちょっと高いので、ドロ

ーンからのレーザーというのも現在のところ、できればすごくいいと思うんですけれども、

コスト的には難しいのかなと。まずはベースとなるのは、日本製紙さんがやられているよ

うなところから勉強を始めたらいいのかなと。そういう感想を持ちました。 

【仁多見委員長】  ありがとうございます。何を使えるのか、使えるのは何なのか、う

まくそういうのを見ながら、成果の表現としてどこに持っていくかというのは重要な話か

なと思います。飛ばせば壊れるでしょうし。 

【平田委員】  意外と落ちるんですよね。既にカンボジアで１回落ちましたし、東京大

学の北海道演習林では、何十万円かのセンサーを積んで実験した１回目のフライトで落ち

て、今、見つからない状態になっていますし。 

【仁多見委員長】  衛星情報を含めて、使えるものは何かというところも重要な話です

よね。 

【平田委員】  使えるものは何かと同時に、今、何が困っているのかというところを、
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ここの費用を安くしたら、よりうれしいんだけどというところをまず整理しないと、今の

でコスト的に問題ないんだったら、新しいものを必ずしも入れる必要はない。もちろん、

我々は夢は描きますし、でも、それを実用化する前にトップランナーになると、どうして

も費用は非常にかかってしまいますので、セカンドランナーかサードランナーぐらいで走

っていかないと、初期投資が大変かなという気がします。 

【仁多見委員長】  ありがとうございます。 

 資料の５で皆さんのご要望というのも出てきていますけれども、あと、私、そして岩瀬

先生の話したところに、ご質問やらご意見あったら、それとあわせてご要望のところを議

論していければよいと思うんですけれども。 

 Ａ、Ｂ、Ｃという順になっていますけれども、まずＡの方からお願いできますか。 

【荒井委員】  北越紀州製紙です。冒頭で紹介しましたとおり、こういうことは疎いの

で、いただいた資料を読みながら、思いつくことを書いてみたんですけれども、全くわか

らないので、まずオーストラリアで大規模な植林をやっているＡＢＰ社という取引先があ

りまして、何か使っているかということを聞いてみたんですけれども、ドローンを彼らは

使っていると。目的としては、まず彼らは植林投資会社なものですから、買ったもの、資

産の仕分けを今、しきりにやっているというところで、ドローンを飛ばして林が採算に合

うか合わないかということに使るようです。 

 また、彼らも５年ぐらい前ですかね、コアラがユーカリ・グロブラスの植林地に入って

きて、コアラが木に登ったまま伐採されたことがあって、かなり環境団体からたたかれた

ということがありまして、以降はコアラのモニタリングをやっているんですけれども、そ

れは人手で今まではやっていたんですが、ドローンを入れたら、それが非常に楽になった

という話がありまして、なるほどなということがありました。 

【仁多見委員長】  写真を撮ってくるということですか。 

【荒井委員】  写真を撮る、存在の確認ですね。あと、それを伐採者に通知するシステ

ムですよね。 

【平田委員】  写真よりも、もしかしたら熱赤外線か何かを使って体温をはかっている

のでは。動物のモニタリングにドローンが使われる例では、熱赤外線のセンサーを積んで

いることが多いので、そういう使い方かもしれないですね。 

【荒井委員】  そういう話を聞きまして、私らの植林地は南アフリカなんですけれども、

何か活用できるかということを考えてみたんですが、規模の面があるんですが、なかなか
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思い浮かびませんでした。 

 管理の面ですけれども、植林自体がもう何巡目に来ていて、蓄積というのはおよそぶれ

ないレベルまで管理できているということと、現地でも日本でも同じなんですけれども、

山を評価する場合、どちらかというと、木の価値ということを優先している。南アフリカ

では、最初にポール、日本でいう昔の通し柱みたいなやつをとると。その次に、製材に向

ける材と、その下に抗木、最後の手段がパルプになるということで、木の価値をまず見る

という一番の目的がありますので、それ自体は、先ほどありましたけれども、うまく測定

できるのがあればいいんですが、なかなか今のところ難しいでしょうし、現地の人件費が

安いということがあって、今のままでいいのかなというふうになりました。 

 一方、いつも現地で問題なんですけれども、１０メートル以上に成長したもので、そこ

から樹冠に虫がくっついて、生長点をかじってしまうという問題がありまして、空中散布

を依頼して、コストをかけてやっています。それで、植林自体が規模が小さいということ

と、隣接者とパッチワーク状になっているということがありまして、なかなか金をかけて

空中散布をやっても効果がないということを経験してきました。 

 一方で、最近になって、農業で稲にヘリコプターで、ピンポイントで農薬をまいている

というのをニュースで見まして、活用できるんだったら、周囲の地域で組んでそういうも

のを導入しつつ、お互いにコストを下げながらやれたらというのが思い浮かびました。 

 それで、まず新技術というのを思い切り活用するならば国内かなというところで、現在、

私らもそうですけれども、国内社有林もそうなんですが、民地を、あるいは国有林の入札

ということで購入するものですから、非常に山を歩く機会が多いわけですよね。標準地を

とりながら人手で毎木調査をやっていました。調査の時は、集材線を張って、どのように

林道・作業道を切っていくかと、どのようにいくかということを考えながら歩いています。 

 そんなことをやっていますので、非常に労力がかかりますし、先ほど岩瀬先生のご説明

にありましたとおり、沼田のようなところで、ああいうことができれば非常に助かるんで

すけれども、実際のところ、買う山というのはきれいな山じゃなくて、ほとんど枝、やぶ

だらけ、つるも巻いているというところで、そういうことをクリアした上で、調査方法が

できれば、非常に効果が出るのかなと思います。 

 あと、先ほどもう紹介されていましたけれども、国内林業ではコストがかかるのが線張

りや架線集材です。国内の社有林において私らは、西日本の弊社の社有林が非常に急峻で、

施業するにもモノレールを張ったりとかしなきゃならないところへ、実際伐採に入るとき
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に、センター伐開、線を張り上げる作業って、自分が歩いていて非常に困難だなというと

ころがありますし、リードロープは最近非常に軽量になって、人手で引っ張ってもそんな

に重い重量じゃないんですけれども、それが機械にかわるだけでもかなり労力が軽減され

ます。架線集材の架設、線張りに一番コストがかかるんですけれども、そういうところに

活用できないかなというのがあります。 

 あとは、特に地形だとかそういうところも把握できるような格好になってくれれば、造

林なんかの道切りなどに、余計なコストをかけることがなくなると思います。正確な（地

理）情報というのが機械で得られれば本当にありがたいと思います。以上です。 

【仁多見委員長】  ありがとうございます。 

 計測誤差何センチという話ですけれども、さらに向上するということは十分考えられま

すよね。 

【岩瀬委員】  そうですね。レーザー計測のやり方で誤差が出てきます。レーザーも遠

くに行けば行くほど、誤差が広がってゆきます。そこの補正をどうするかというところが

一番のノウハウになりますけれども、その辺を今、いろいろ基礎データをためてやってい

るところもありますので、そこの補正がかかってくると、さらに精度が上げてこられると

いうところがございますね。 

【仁多見委員長】  実際にそういう実験、実証をやっているところを見に来ていただく

とか、そんなチャンスがあれば。 

【荒井委員】  ぜひ。 

【仁多見委員長】  また具体的な歩みで、一歩進むのかなという感じがしますけれども、

これからですね。 

【岩瀬委員】  そうですね。機会があったときには、ご案内できるかと思いますので。 

【荒井委員】  精度という面でも、自社よりも、他人が所有している立ち木の価値評価

をする機会が多々あるものですから、精度が高ければ高いほどありがたいですね。 

【平田委員】  僕自身はこのMoricopterに非常に期待をしています。下のやぶがちょっ

ときついところとか、つるがあるところとかで飛ばしにくいところは、地上型（バックパ

ック型）がありますが、今は一式４００万円以上するので、そう簡単に導入できるもので

はないんですけれども、将来的にはかなり、ぐんと下がる可能性はあると思います。 

 そういった技術が出てきた中で、架線設計とかいうのは、自分たちでデータをとるとい

うよりは、国あるいは測技協さん等が整備されていこうとされているデータをうまく使う
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のがいいのかなと思います。国土地理院さんも航空機レーザースキャナーを使って２メー

ターＤＥＭ（Digital Elevation Model : 数値標高モデル）を、特に河川周辺なんですけ

れども、場所によっては撮られている。 

 それで、まさに日本製紙さんの先ほどやられた空間体積法で、実際に材積とどれぐらい

関係があるのかなと思って、ＤＥＭを使ってやると結構きれいに出てくるということがわ

かっているので、そういったデータを自前でというよりは、オープンソースのものを何と

かうまく使っていけるようにした方がよいと思います。 

 長野県や静岡県などで、データをある程度、公開しているところがあるので、これから

は安い情報で精度を上げるということが重要かなと思います。 

【仁多見委員長】  ありがとうございます。 

【平田委員】  ちなみに、Moricopterでぜひお聞きしたいのが、もちろんこれはトレー

ドオフの関係なんだけれども、サイズを小さくすると、林内での機動性は上がりますよね。 

【岩瀬委員】  そうですね。 

【平田委員】  これは、どれぐらいまでサイズは絞れるものなのか。例えば１リットル

を載っけようとすると、そこそこ大きいものをつくらなきゃいけないのか。 

【岩瀬委員】  そうですね。浮力を得るためには、サイズがある程度ないと浮力を得ら

れないというところがありまして、今、７００mmの直径にしているというのは、同じペイ

ロード、４キロから５キロぐらいまでを確保しようと思うと、それぐらいのサイズがない

と厳しいよねという。 

【仁多見委員長】  ２段重ねで。 

【岩瀬委員】  ２段ですね。プロペラ２段にして、それぐらいになるだろうねというこ

となんです。ペイロードをもちろん下げていけば、サイズを小さくしていくことはできる

ので、センサーを別の小さいものにして、小型のエンジンを積んでという、もちろんそう

いう可能性はあるんですね。 

 あと、サイズが直線的にどれぐらい変えられるかというと、実はエンジン自体の供給が、

どんなサイズでもあるというわけじゃないので、ある飛び飛びの値でしかつくれないとい

うことになります。 

【平田委員】  例えば今、周りの木にぶつかるのを防止するために枠をつくっています

ね。 

【岩瀬委員】  はい、ガードです。 
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【平田委員】  ガードではなく、例えば距離センサーをたくさんつけて、今、車につい

ている衝突防止と同じ考え方ですけれども、そういったもので例えば重量を下げてとか、

そういうことは可能なんですかね。 

【岩瀬委員】  ええ。今、１,３００mmのほうには、まさにむき出しになっているので、

今おっしゃっていただいたような距離センサーで外観認識して、ぶつからないような仕組

みというのを、ちょうど今、入れ始めているところなので、十分可能ではあると思います。 

 ただ、何かあったときに危ない感じがあって、簡単なガードはいずれにしても入れたほ

うがいいかなと思いますけれども、重量を削っていくということになったときに、十分テ

クノロジーで安全性を確保できれば、ハードウエア的な安全対策を少し削っていくという

ことは可能かなとは考えています。そこら辺は開発の段階で、どこまで可能かなというの

を見ていかないといけないというところかと思います。 

【平田委員】  特に、林内移動に適したという意味で考えると、実は１時間もフライト

時間は要らないような気がするんですよね。それぞれ持っている山のどこかの調査でくま

なく飛ばすにしても、おそらくそういう意味では、空を飛ばしているときと違って、また

戻してガソリンを入れて、またどこか移動してという。 

 どのみちこうなっちゃっているので、全てを自動でとか、そういうのはちょっと、電波

が届かなくなったりとかもあるので、それを考えると、３０分ぐらいので小型軽量化でき

ると、なお使い勝手がいいという気がしました。 

【岩瀬委員】  そうですね。ありがとうございます。 

【仁多見委員長】  ３号機のイメージに使って下さい。 

【岩瀬委員】  そうですね。 

【仁多見委員長】  ありがとうございます。 

 そうしましたら、Ｂの方。 

【飛田委員】  大王製紙の飛田です。簡単に書かせていただいておりますが、弊社では

南米のチリで植林事業をやっております。ユーカリを植林していまして、事業規模として

は３万ヘクタール程度植林地があるんですが、１つの林班というのは大体数十ヘクタール

から数千ヘクタールということで、結構幅があるので、そういったところで我々としては、

日本製紙さんでやられているような材積を測定したりであるとか、あるいは実際に山林で

伐採した原木を、山で椪積みして一時貯蔵したりしているんですけれども、そういったも

のを毎月棚卸ししたりだとか、そういったことをしておりますので、実際にその作業の進
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捗が見える化されるような仕組みができればありがたいと考えておるんですけれども。 

 実際に、全く平たんな山林ががあるかと思えば、４０％から５０％の傾斜があってタワ

ー集材をやらないといけないような場所もあったりして、先ほどお話があったかと思うん

ですけれども、ドローンで材積を測定しようという話になると、今やっているシステムで

いくととても誤差が大きいというところがありまして、そういった誤差をなくせるような

仕組み、方法等を開発できればとは考えております。 

 あと、伐採地での作業の進捗、原木の在庫量であるとか、あるいは、最終的にチップに

してヤードに保管しているチップパイルの在庫の量であるとか、そういったところがドロ

ーンあるいはそれ以外のシステムを使って、精度が高く、省力化できるようなものが開発

できればいいなと考えておるんですけれども、ぜひこの機会にいろいろとアイデアをいた

だければと考えております。 

 以上です。 

【仁多見委員長】  ありがとうございます。この委員会では次のステップとして、具体

的なそういった動きにつながっていけるようにできればいいなと、私も強く思っています。 

【飛田委員】  ありがとうございます。 

【仁多見委員長】  それではＣの方、いかがでしょうか。 

【吉永委員】  はい。Ｃで、箇条書きにしてしまったんですけれども、こういった新技

術活用に期待するところということで、１番目は病害虫。先ほど荒井さんがおっしゃって

いたゾウムシの類いとか、ああいうのが、高いところなので非常にモニタリングがしづら

くて、こういうところが何かできるといいのかなと。あと、チリだと盗伐だとか、ブラジ

ルだと侵入者だとか、そういうののモニタリングにも使えたらなと思うところです。 

 ２番目は、マッピング全般。これは何で撮るかの話ですので、どうしても衛星写真は高

いですから、パッチ状に、例えば保護区の境界線だとか、地権者とのリース面積だとか、

あらかじめあるデータベースを毎年買うなんてことは、実は結構前にやめて、そういうと

ころはドローンの空撮というのが非常に安いなと思っているところです。 

 ３番目は、植林木の密度管理ということで、こオーストラリアのコントラクターが言っ

ていた話ですが、ドローンを飛ばして、萌芽更新の際の芽かき作業の作業費算定に使用で

きるねという話です。今までは４輪車に乗って、生存率や萌芽の数を数えていました。そ

ういうのはドローンなんかは非常に強力だと思います。 

 ４番目は、伐採計画の効率化ということで、例えば林内チッパーなんかは、当社の西豪
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州植林会社のやつだと半径６００メートルとか７００メートルぐらいが一番効率よく動け

て、それ以上伸びると、どうもスキッダーの能力が追いつかないとかになるので、あらか

じめ上からというので、実際に伐採業者がグーグルアースなんかを使ってやっているとこ

ろです。雨季を意識した作業計画ということで、この辺は低いので雨季になる前に切ろう

とか、そういうのは大分ＧＩＳを組み合わせて伐採計画というのが導入されているなと思

います。 

 ５番目もオーストラリアの例なんですけれども、グーグルアースなんかを使ってＫＭＬ

ファイルの共有とかで、防火協力体制ということで、各植林事業者間の情報共有ですね。 

 あと、６番目と８番目がさっきご説明させていただいたやつです。 

 ７番目のチップ測量における省力化ということで、昔、間縄と測量の機械でやっていた

やつも、光波測量を導入するだけでも間縄をやる人が減ったり、そういうのがあったんで

すけれども、実は木材チップ在庫管理を空間体積法でやったらものすごく簡単にできるの

で、今はこういうのを海外の事業会社や国内の工場で導入を検討しているところです。 

 ９番目は、レーザー計測技術ということで、３Ｄスキャナーの価格はピンキリで、すご

く高いやつは高いんですけれども、クローンごとの樹形をしっかり把握して、スマリアン

式でしっかり求積をたくさんして、このクローンは単木材積式はこうだよというふうにや

るやつが、我々の事業会社のブラジルだと、まだどんどん新しいクローンが出てくるので、

従来法でやっていると労力ばかりかかって、なかなかそういうところがうまくいかないの

で、こういうのは３Ｄレーザースキャナーが得意とするところなのかなと。非破壊的にで

きることで、同じ個体を継続的に測定できたりというところもいいのかなと感じます。 

 課題はちょっと月並みなことを書いているんですけれども、衛星写真だと雲の率だとか、

雨季・乾季が明確に違うところであれば、乾季に撮ることで、これは問題にならないんで

すけれども、あと、高精細画像は価格が高かったり、無料だと逆に画質が低かったり、撮

影頻度が低かったりと。 

 固定翼のドローンの場合は、ブラジルの南マットグロッソ州のエルドラドというパルプ

メーカーが、固定翼を使って１日に２４０ヘクタールぐらい集められると。そうすると、

非常に事業規模に対して十分なカバー率だと感じるんですけれども、このあたりは新聞報

道だとか林業雑誌とかで見たやつなので、実際に出張して確かめたわけではないので、我々

がテスト的にやると、速度があるゆえの３Ｄデータの粗さというものがどうしてもあるの

で、この辺をどういうふうにしているのかなと。 
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 あと、飛行するときと着陸するときに破損リスクが高いので、機体が安かったり、いろ

いろな方法はあるらしいんですけれども、基本的に固定翼は、１機当たりの価格がすごく

高いというのが我々の印象です。ＧＰＳの精度は、これはセンサーの精度によると思うん

ですけれども、高さ方向というのは本質的に大切なデータになってくるので、このあたり

は、下の回転翼ドローンにも書いているんですけれども、重要だと思います。 

 一方で、回転翼ドローンは１回当たりのカバーエリアというのはどうしても狭いですの

で、広域をやるには、例えば固定翼のほうが事業規模には合っているのかなと思うところ

で、このあたりのトレードオフが、まだ自分たちの中で解決されていないところです。 

 あと、３Ｄレーザースキャナーは、高いというのと、風で揺れてしまうとまともなデー

タがとれないので、日中帯でも、雨だとまず使えないので非常に難しいと思いました。 

 一方で、さっき飛田さんのお話を伺って私も思ったのは、山元の椪積みは材長を、例え

ば５.５メートル材とかで固まっているので、そうすると非常に使えるのかなと感じました。

簡便法でやることもできますし、こういう新しい技術が使えるのであれば、我々もちょっ

とやってみようかなという気がしました。 

 あとは、３Ｄレーザースキャナーだと、基本的に３カ所ぐらいから見ないと裏側が撮れ

ないので、千葉大の人はソフトウエアを開発して、片方から見たやつで反対側を予測する

ようなソフトウエアを開発ということで、そういうのがしっかりできれば、いわゆる測点

を増やさずに済むので、１回設置したもので得られるデータから得られる情報というもの

を最大化できるんだと感じます。 

 あと、共通の課題としては、従来法からこういう、わりと新しい新技術に切りかえると

きに、どういうふうにするのか。初期投資にも決心が要りますし、従来の作業員がやって

いたことをリストラしなければいけなかったりというのがありますので、外業及び内業の

作業員をどうするかというところも、非常に悩ましいところではあります。先進国はまだ

ましなんですけれども、途上国だとどうしても機器の取り扱いだとか、作業精度ですとか、

またはそういったものを自前で一からやるのではなくて、そういう技術を取得した学生を

採用したほうが手っ取り早いのかとか、このあたりが悩みの課題となっているところです。 

 私は以上です。 

【仁多見委員長】  ありがとうございます。考えていかなければならない点が多々ある

と思います。これからまた２回目、３回目と、議論していきたいと思います。ありがとう

ございました。 
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 引き続いて、Ｄの方お願いします 

【花山委員】  王子グリーンリソースの花山です。 

 基本的には、大王製紙の飛田さんが言われていたのと同じようなことで、大面積植林地

で、とにかく安く、少人数で、短時間で、正確な蓄積量を把握したいと。これが大きい植

林地、しかも地形がいろいろある、樹種もいろいろあるとなると、なかなか難しくなると。 

 今回、日本製紙の吉永さんが説明されたＮＥＤＯの報告書を見たら、まさにこれだと思

いましたので、先ほど平田先生も言われましたように、日本製紙さんのやられていること

が、１つのベースになるのかなという気がしております。今は標準地を設定して毎木調査

を行っています。 

 我々がインドネシアの事業会社でやっているプロジェクトでは、固定翼の飛行機を、飛

ばして写真を撮って、その解析とか何とかというよりも、木があるかないかですね。そう

いう格好で広げていくと。とにかく広くとってという格好で、地上のデータと上から見た

のを、そのまま広げていいのかどうかというのをやっているところなんですけれども、数

字として上からのデータと下からのデータを一度結びつければ、下からの測定というのを

１回やれば、次の年からは上からはかるだけでいい、見るだけでいいというのが、一番理

想ではあるんですけれども、その間のどこまでできるかというところかなと考えています。 

 そういう意味では、中をはかるというところで、先ほどのMoricopterは、これがあれば

非常にいいなと。全部はからなくても、プロット調査するだけでも、４００㎡なら４００

㎡、そこをバーッと飛ばして、また次に行ってバーッと飛ばすということでも役に立つの

かなと思っております。ですから、植林地の材積評価技術の開発というか、情報の収集と

いうところを要望するところであります。 

 以上です。 

【仁多見委員長】  ありがとうございます。今後、継続して議論のポイントにしていき

たいと思います。コストの確認も必要ですね。 

 そうしましたら、今回は以上といたしますけれども、最後に上河さんよりアドバイスを

いただきたいと存じます。 

【上河アドバイザー】  今日はどうもありがとうございました。いろいろと先生方から

新しい技術等のご紹介をいただいて、それからさらに、製紙会社の皆さんからは、現地で

こういうことにあればいいなということ、要望とか、そういったお話があって、それをい

かに今後うまくマッチングさせながら、どういう方向に持っていけばいいかというところ
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を、もうちょっと次回以降詰めていきたいと思っています。 

 今、お話をいろいろ議論していくと、１つはドローン等を使って、どういうふうに資源

量を把握するかというところに、どう活用できるかという問題と、今日はあまりたくさん

出なかったんですけれども、先ほど仁多見先生が最初にお話したスマート林業の中での、

例えば機械をどういうふうに使っているかというのを、いかに把握していくか、適正な配

置をどうするかだとか、そういった応用面もありますし、あと出たのは、生物調査をどう

するかとか、害虫を防御するためにドローンを使えないかとか、そういう面も出てきまし

たので、こういった分野について、どう対応するかというのが出てくると思いますので、

幾つかの分野は今回できましたから、今日の議論を一回整理した上で、それを第２回目の

委員会の資料として配布していただきたいと存じます。 

 それから、平田先生が言われたように、どういう面積の森林を管理するかということも

ありますし、それから、コストを見ながら、何でも金をかければいいというものでもない

し、一番適切なものはどういうものかというのを探っていかなきゃいけないだろうと思い

ますので、そういった点も含めて整理した上で、ぜひ次回にそういったところを議論して

みたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。 

【仁多見委員長】  ありがとうございました。 

 次の会議はいつごろになりますか。 

【事務局（大渕）】  次は第２回ということになりますけれども、今のところ、１２月に

開催できればいいかなと思っています。１２月は皆様も忙しい時期ですけれども、本日の

委員会でのお話やご要望を整理しまして、議事録としてある程度整えた形でもう一度皆さ

んに御目を通していただいてから、開催したいなと思っています。 

 いずれにしても、今後いろいろとご相談しながら進めさせていただきたいと思っていま

すので、よろしくお願いします。 

【上河アドバイザー】  すいません、あと１点。仁多見先生からちょっと話があったん

ですけれども、例えばいろいろな、岩瀬先生が開発されている技術とかを、実際に現場で

見るとか、そういったことはできるんでしょうか。 

【岩瀬委員】  開発の途上で実証実験を行いますので、その時にはぜひ見に来て下さい。

場所がいろいろと変わる可能性がありますが、現場で見ていただくと、いろいろ感想も違

ってきますし、また新たなご要望も出てくるかもしれません。そのときには多分、作って

いるエンジニアも一緒に来るので、もうちょっとこういうふうにできませんかということ
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なんかも、具体的な要望としてエンジニアに直接話が伝わる機会もあると思いますので、

ぜひご案内したいと思います。 

【上河アドバイザー】  本委員会のメンバーが参加できるようにお願いします。 

【岩瀬委員】  連絡させていただきます。 

【上河アドバイザー】  ありがとうございます。 

【事務局（大渕）】  私のほうにメールして下されば、委員会メンバーに連絡いたします。 

【岩瀬委員】  そうします。ありがとうございます。 

【仁多見委員長】  それでは第１回、この辺で終了といたします。本日はありがとうご

ざいました。 

 

── 了 ── 
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【事務局（大渕）】  それでは、皆様おそろいですので、始めさせていただきたいと存じ

ます。 

 本日はお忙しい中ご出席いただきまして、まことにありがとうございます。ただいまよ

り第２回ＧＩＳ及びレーザ計測技術による海外植林地管理システムの導入可能性調査に関

する調査検討委員会を開催いたします。 

 早速ですけれども、本日の議事進行を仁多見先生にお願いしたいと存じます。 

 先生、お願いします。 

【仁多見委員長】  おはようございます。仁多見でございます。 

 本日の検討委員会の運営につきまして、ぜひ皆様のご協力をお願いいたしたいと存じま

ずので、よろしくお願いします。 

 初めに、日本製紙連合会の上河常務に一言お願いいたします。 

【上河アドバイザー】  日本製紙連合会の上河です。本調査事業を海外産業植林センタ

ーに委託しております。 

 本日はその検討委員会の第２回目ということで、大変お忙しい中、委員の皆様方ご参集

いただきまして、本当にありがとうございます。 

 本委員会ですけれども、製紙業界が今進めています海外植林の中にＧＩＳやレーザー計

測技術といったものをどのように導入していくかについて検討している委員会でございま

す。皆さんご存じのとおり、ＧＩＳとかレーザー計測技術、それからまた最近では、ドロ

ーンとか、ロボット、ＩＣＴを含めて、この分野は非常に進歩が著しくて、またそういう

意味でこの林業分野への応用が、仁多見委員長が日頃提唱されているスマート林業という

形で、今、大きく林業を変えようとしています。そういった新しい動きをいかに海外植林

に導入するかについて検討したいと思っております。 

 本日はアジア航測の矢部さんから、レーザー計測技術に関するお話をいただくとともに、

森林総合研究所の平田先生からもレーザー計測技術に関するお話をいただけるということ

でございますので、ぜひ熱心なご討議をお願いします。 

 【仁多見委員長】  ありがとうございました。 

 それでは、議事に入ります前に、事務局より本日の資料の確認をお願いいたします。 

（事務局より、資料の確認） 

【仁多見委員長】  それでは、次第に沿って進行したいと思います。本日の主な議題は

４つございます。まず１つ目、アジア航測の矢部様によるご講演、「スマート林業の確立に
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欠かせない航空レーザー計測による高精度情報」、２つ目に森林総研の平田先生による発表、

「航空機レーザースキャナーの活用について」、３番目といたしまして、事務局からの提案、

報告書の構成について、４番、同じく今後の進め方、この４つでございます。 

 １から３の資料につきましては、議題の順番に対応しております。４の資料はございま

せん。 

 それでは、議題１のご講演をお願いしたいと思います。矢部様、よろしくお願いいたし

ます。 

【矢部総括技師長】  それでは、改めまして、皆さん、おはようございます。アジア航

測株式会社の矢部と申します。本日はお招きをいただきまして、ありがとうございます。 

 今日は「スマート林業の確立に欠かせない航空レーザ計測による高精度情報」というタ

イトルで、弊社が現在取り組んでいる技術的な内容につきまして、ご紹介させていただき

たいと思います。 

 最近、我が国ではスマート林業という言葉がはやっておるのですが、そもそもそういう

ものが世の中でもてはやされるきっかけとなりましたのが、政府が進めておりますＧ空間

事業です。最近では、昨年、「みちびき」が３機（２号機、３号機、４号機）、打ち上げに

成功いたしまして、現在までに我が国の測位衛星４機が打ち上がっております。これが従

来のアメリカ中心としましたＧＰＳ衛星の補完的な立場になって、より測位の精度が高ま

るということで、この２０１８年４月から、新たに打ち上げられた「みちびき」の3機の衛

星の運用が開始されることになります。こうなりますと、おそらく地上の測位チップの精

度にもよりますが、林内でも単木を地上で捕捉できるという程度の精度まで確立できるの

ではないかと思います。そんなことでいろいろスマート林業なり、スマート農業なり、ス

マート建設なり、そういったものが進められていくということです。 

 細かい図で恐縮でございますけれども、準天頂衛星の整備に伴いまして、各分野でどん

なことが検討されているかというものをここに挙げてございます。一番右の上にございま

すのが農業用トラクターです。これが準天頂衛星の整備に伴いまして、無人化による耕運

ができると。要するに数センチの誤差で自分の位置が特定できますので、周辺の状況も全

て三次元で捕捉できていれば、人がいなくても十分、植えた畝と植えていない間のところ

にタイヤを乗せて動かせるというマニアックな研究をされているところもあります。そう

いうことをやったり、あと真ん中にございますけれども、土工工事をする場合に、土の堀

盛りの設計どおりに自分の機械の位置が特定できれば、無人化の施工とか、比較的経験の
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ないオペレーターでも、オペレーションルームにどんな形で施工すればいいかとか、全て

表示ができるようになって自動化ができていくと。今、こんないろいろな分野で行われて

いるということでございます。 

 そんなことで、私どもも林業分野でスマート化する手法を考えております。ただし、我

が国の場合、林業者、森林所有者さんは１本１本の樹木にこだわるということなので、樹

木１本１本の位置情報をＸＹＺで全て特定することがポイントになりますし、それができ

れば、樹木に向けて機械も寄せていけるし、幹の形状も全部あらかじめ測定できれば、ど

ういった採材方法をとればいいかを事前に計画もできるということなので、とにかく１本

１本の情報をＸＹＺで事前に取得することが、スマート林業として非常に画期的に進む道

なのではないかと考えてございます。 

 現在、信州大学やコマツさんと弊社とが一緒になって進めているのですが、準天頂衛星

の測位能力を持つハーベスタを実際に使いまして、計画段階で想定した伐採箇所から生産

される丸太の径級、長さといったものの本数、材積を事前に見積もってしまおうと。そし

て、生産された丸太を木材加工施設ごとにあらかじめ納入計画を立てて事前に販売契約を

締結して、そのとおり納材するシステムをつくってしまうと現場作業が非常に効率的にな

るだろうということで、今いろいろ考えているところでございます。 

 実際、農林水産省技術会議の補助事業をいただいて、後でまたその話はしますが、現在、

長野県の北信州森林組合の管内で、先ほど申し上げた信州大学、コマツさんと森林組合、

それと弊社、国有林の中部森林管理局が一緒になりまして、”長野モデル”をつくっていこ

うという取り組みを進めております。 

 これはハーベスタのオペレーションルームの中の写真でございます。オペレーションル

ームからハーベスタヘッドを写した写真ですが、オペレーションルームにこういったモニ

ターを映し出しまして、そこにまず航空レーザ計測でつくりました微地形表現図を表示し

ます。弊社では赤色立体地図と言いますけれども、これを表示させ、そこに左側に大きく

映しております中に赤い点が見えると思いますが、これが対象となる樹木１本１本の点に

なります。これを表示することでハーベスタがその点に向けて自分の位置情報を把握しな

がら寄っていくという形です。残念ながら今年３月までは、準天頂衛星４機がまだ運用し

ておりませんので、１０メートル近い誤差が生じることがあるものですから、まだ完全に

自動では寄っていけません。しかし、４月以降はかなりの確度で特定した樹木にハーベス

タを寄せることが可能になろうかと思います。 
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 次に、対象とする樹木に寄っていきますと、オペレーションルームにモニターがござい

まして、あらかじめ計測しております単木の樹幹形状を表示します。玉切りの採材もあら

かじめ計画しておりまして、元玉を２メートルで切って、次に４メートル、その次も４メ

ートルという指示をオペレーターに出します。実際、その位置をハーベスタヘッドが握り

ますと、今どこを持っているか、２３１と書いてあるのが、ハーベスタヘッドが持ってい

る位置であり、径級２３センチのところを今つかんでいますということが表示されます。

それから、右の３０６はさきほど切った位置から３メートル６センチの位置にチェーンソ

ーが来ていますよと表示されます。ですから、もうちょっと右に動かして４１１で計画し

ておりますので、４メートル１１センチのところまで持っていって玉切りをすると想定し

た丸太の径級ごとの本数と材積がきちんと生産できるということになります。 

 【仁多見委員長】  二番玉、三番玉が４メートル１１センチということですか。 

【矢部総括技師長】  そうです。４メートルに余尺を１１センチつけています。４メー

トルジャストで切ってしまうと利用する時に短くなってしまいます。 

 実際にハーベスタで伐倒して玉切りする時は伐倒木を掴んで、一回枝払いをして、また

一回元まで戻して丸太の径級を測りながら切っていくという作業をしますが、これは一回

送るだけでもう全部造材ができてしまうということで、そこの効率性だけでも倍増してい

ます。そんなことを今、検討しています。 

 さらにこの造材情報が全て事務所に集められまして、いつ、どこの地点にフォワーダを

派遣すれば、（フォワーダで４メートルの丸太が１車分積めることがわかりますので）フォ

ワーダの運行管理もできます。そのフォワーダで集材してくれば４メートルの統一的な材

が集まりますので、ほぼそのままトラックに積んで、予定した加工施設に納材する…こん

なシステムまでできるということになります。残念ながら、現在このフォワーダまでは出

来る目途が立っているのですが、その先のシステムまでは今まだ開発中でありまして、こ

こから先はまた来年以降頑張ってやってみたいということです。 

 そんなことで、（立木の位置から収穫、輸送、加工まで）全体の情報の一元化ができます

と、まさにサプライチェーン・マネジメントという形での構築によって、山側の生産性が

飛躍的に向上するだろうということです。実際これは今、長野モデルとして動かしていま

すので、来年中には一定の成果が出て、ほかの地域にも普及できるような形にしたいなと

思っています。こういったスマート林業をつくっていく上でどうしても欠かせないのが、

先ほど申し上げましたけれども、樹木の１本１本のＸＹＺ（座標軸）である緯度、経度、
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標高を特定してあげることが前提になってまいりますので、それをどうやってやるかとい

うのがこの航空レーザ計測という技術になります。 

 航空レーザ計測はどういうものかというと、皆さんもうご存じかもしれませんが、一応

おさらいしておきます。航空機の場合も、より広範な計測をする場合は、セスナのような

固定翼の飛行機を使いますし、より小面積でかつ密度の高い計測をする必要があるような

ときは回転翼、ヘリコプターを使います。右下に箱が写っていますが、これが機内に設置

しましたレーザプロファイラー、レーザ光の発射装置でして、その跳ね返ってきたレーザ

光を受け取る装置でもあります。これを航空機に積みまして、高度１,０００メートルから

１,５００メートルの上空から地上に向けてレーザ光を発射することになります。レーザ光

は真っすぐ進みますので、どこかに当たりますと必ず反射して戻ってきます。その戻って

くるまでの時間を正確に測りまして、レーザプロファイラーから反射した地点の距離が正

確にわかります。かつ、レーザ光を発射した地点はＧＰＳ装置――今はＧＮＳＳと言いま

すけども――によりまして正確にわかりますし、光が発射された角度もＩＭＵ（慣性計測

装置）というジャイロでありますが、その方角がきちんとわかりますので、レーザ光が当

たった地物のＸＹＺが正確に計測できるという仕組みです。 

 それをもう少し詳しく言いますと、１,０００メートルの上空からレーザを撃った形にな

りますが、レーザと言いながら地上まで到達するまでに２０センチぐらいに広がるんです。

実はこの２０センチ広がるというのがレーザ計測のみそでありまして、２０センチの中に

いろいろなものが入っていると、一発の光も、２０センチの中で一番標高の高いところに

当たった光が最初に返ってきます。最後に返ってくるのは地面まで届いた光ということな

ので、一発の光が何波にも分かれて返ってきます。それを全て捕捉することによって、一

発の２０センチの円の中にどんな高さに何があるかが捕捉できるということになります。

これによって林分の立体構造が把握できることになりますし、それによって樹木１本１本

のＸＹＺも特定できることになります。 

 ちなみにレーザ計測で現在行っている照射密度は、１秒間に数十万発ぐらいですが、人

間の視覚ではほとんどわかりませんよね。とにかくすごい数を連続的に照射します。樹木

の１本１本の位置情報を得るためには、地上で１平方メートル当たり４発以上の密度で当

たるように打つことが必要だということがこれまでの経験で明らかになっています。 

【仁多見委員長】  反射波は何パルスまで戻ってくるんですか。 

【矢部総括技師長】  普通パルスで戻って捕捉できるのは４発が標準です。ウエーブフ
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ォームですとエンドレスですが雑音も多いので、極めて巨大な容量になります。どちらを

選択するかはそのときの経済コストとか、対象の必要性によります。 

 これを見ていただきますように、レーザ計測は目で見えないところが見えるという優位

性がありまして、左下の写真、デジタルカメラ画像とありますが、これは普通の航空写真

です。富士山の樹海を写したものですが、これで撮影すると表面の樹木しか見えません。

樹海ですから森です。これに基づいて等高線図をつくりますと、その上のような地図がで

きます。ところが、レーザ計測をしてみますと、木の隙間から地面まで届いたレーザ光に

よって、地形の情報まで得ることができます。そうなると、下の右を見ていただきますよ

うに、実際はこのような火口列が木の下に隠れていたり、噴火口が見えたりして、そうし

た状況がつかめます。それをもとにして等高線図をつくりますと、今までの等高線図と明

らかに違う地図ができるということです。ですから、こういった目で見えたものを捕捉す

るのが写真、目で見えないところまで捕捉できるのが航空レーザ計測という違いをご理解

いただくとよろしいかと思います。 

 この原理を使ってまずどういうことをやってきたかということですが、従来は航空レー

ザ計測の技術というのは、砂防事業、治水事業とか、地面の状況をいかに正確に把握する

かということに使われておりまして、ＤＥＭ情報というんですか、真ん中の茶色いところ

に地盤高データと書いてありますけれども、それを目的として開発された技術です。です

から、その途中で得られる樹木の情報は全部ごみとして捨てられておりました。この情報

をごみで捨てるのはもったいないだろう、樹木の情報把握にも何か使えないだろうかとい

うことでいろいろ考えたわけです。樹幹の表層に当たって返ってきた情報と地表の情報、

地盤高のデータを差し引いてやると、左下のようにまさに森林の高さの情報となります。

さらにこれを１本１本にすれば、１本１本の樹高として使えるということまでできるよう

になってまいります。 

 ちなみにレーザ計測で得られました１つ１つの点を、今度は横から森林の断面を見たわ

けですが、最初にレーザ光を撃って返ってきた最初のパルスでつくった木の表面の位置が、

緑の点です。これが木の表面の点ということになります。それから、オレンジ色に見えま

すのが最後に返ってきたパルスで、地盤のデータということになります。もちろんその間

に枝とか灌木とか、下層植生に当たったものもありますので、そういったものについては

水色で表現しておりますが、そういう森林の構造が理解できるということです。これによ

って、樹木の情報をつくってあげようということです。 
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 それからもう一つ、樹木の情報を知るためには、木の種類がわからないといけません。

写真でもある程度判読はできるのですが、レーザ計測の情報ですと、そのままではなかな

か木の種類まで特定できないんですけれども、弊社でいろいろ技術開発した結果、樹木の

葉っぱ、葉緑素の組成によってレーザ光の反射強度が微妙に異なるということがわかりま

した。反射強度の違いを特定しまして色分けをしてあげますと、右のようなカラフルな図

面ができます。これはレーザー林相図といいまして、計測で得られた情報に樹種による色

分けをしたということです。ピンクがヒノキ、黄緑色っぽいのがスギになります。写真で

すと、どうしても光の影響を受けてしまって陰になった部分とか見えないのですが、航空

レーザ計測のレーザパルスの場合はみずからの光で計測しますので、太陽光の影響を受け

ず、、陰になる分はないという効果があります。こんなことで樹種が判読できますので、林

相判読も可能ということになろうかと思います。 

【仁多見委員長】  広葉樹とか竹とかもわかるんですね。 

【矢部総括技師長】  全部わかります。しかしながら、アカガシとウバメガシの違いは

と言われると、葉の表面にクチクラ層がある照葉樹同士の判読はかなり厳しいです。そこ

はこれからの課題です。ミズナラは判読できました。 

 航空写真を見ますと、スギとヒノキの林分の違いは我々が見てもわからないのですが、

これをレーザー林相図という形に置きかえますと、明確にヒノキ林とスギ林が区分できる

ということで、実際、高齢級になっても植栽範囲、要するに植林の範囲が明確にわかりま

すので、境界の明確化のときはこれを持っていくと、お宅が植えたのはここでしょうとす

ぐわかって、皆さん納得が早いです。 

 それから、１本１本のＸＹＺをどうやって特定すればよいのかということをいろいろ模

索しました。一番重要なのは何かといったら、木のてっぺんの点を１つ特定できれば良い

のではないかと考えまして、樹木の頂点、ここでは樹頂点と呼んでおりますが、これを特

定する技術を開発しました。要するにレーザの情報を角度の情報に変えて、尖った部分を

表現することと、それから１つ１つの標高を一方方向からアプローチして標高が上がって

いる方向に行って下りに変わる変曲点を押さえ、別の方向からアプローチした場合の変曲

点と合致する地点が頂上であるとしました。同様のことを複数アプローチをして、変曲点

が集まったところが頂上であるという分析をしながら、木のてっぺんを特定する技術を開

発しました。これができますと、ある林分の中に木が何本あるかというのがわかります。

それから、頂点の情報もＸＹＺを持っていますので、樹木の位置の地面のＺを引いてやる
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と、１本１本の木の樹高がわかるということです。樹頂点の技術を得ることによって、本

数と樹高がわかるということになります。 

 次に、１本１本の材積が欲しいとなるわけです。この下に２つ絵がございますが、樹冠

（クラウン）の表面積と胸高直径の相関が高いことが明らかになりましたので、表面積の

ポリゴンを全部自動的に描くことによって、その１本１本の胸高直径を推定するという方

法をとりました。もちろん相関については、その林分ごとに実測して、相関式をつくって

それを当てはめるということをやっています。この事例が増えてまいりますと、おそらく

樹種とある程度の齢級と地位指数だけで既存の相関式を当てはめるという方法で、ほぼ正

確な胸高直径が得られるのではないかと思っています。こんな形で１本１本の胸高直径を

推定することによって、１本１本の材積もわかるという状況になっています。 

 推定した材積の検証をしますが、大体こんなところで１割から１割５分程度の範囲内で

の誤差になっています。ただ、樹高については、実測でも物差しを当てて測っているわけ

ではありませんので、おそらく、レーザ計測が真値に近いかという自負は持っております。 

 これができますと、実際に伐区をどこに設定するべきかとか、どこに土場をつくれば、

集材距離が一番短くて済むかというような設計がＧＩＳ上でできますし、さらには先程申

し上げましたように、採材の計画として、元玉は４メートルにして、２番玉以降は３メー

トルを採るという指示だけしてあれば、相対幹曲線が地域ごとにございますので、その相

対幹曲線を使って、末口いくらの丸太が何本、３メートルの丸太が何本、４メートルの丸

太が何本、そして末口いくらの丸太が材積では何立方メートル生産できるということが事

前にわかります。このやり方を北海道の国有林で試してみました。航空レーザ計測と実際

に間伐したときの出材量との比較をして、かなり近い値が出ておりますので、この事例を

どんどん増やしていきたいなと思っています。こんなことまでが一応、航空レーザ計測の

技術的な説明になります。 

 あとはこういったものをどうやって活用するかということで、図面に樹頂点を落として

入れて森林所有者に見せてあげますと、非常にリアルな臨場感を持って理解してくれます

し、今の情報はタブレットやスマートフォンに全部入りますので、これを現場に持って行

って、山の仕事に使う。さらにはスマートフォンで自分が行った場所も特定できますし、

そこで写真を撮って自分の軌跡も全部その中に入れると、後で戻ってきて事務所のＧＩＳ

にそれを入れて、自分の今日の行動とか、林分の状況を写真に撮ったのがデータとして残

せるということで、今、タブレットは各所で使われています。 
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 これは山形県の金山町という森林組合が航空レーザ計測をやって、いろいろなものに利

用しているという事例ですが、林道を入れる場合、事前の林道の計画をこんな形で立てて

います。１本１本の木の様子がわかるものですから、どこに道をつくれば一番効率的に木

がとれるかというような検討ができます。ここでおもしろいのは実際に作業をしたハーベ

スターの１日ごとの軌跡を全部こうやって残して、工程管理をしています。今どこまで仕

事が進んでいるんだろうというのをいちいち日報で報告してもらわなくても、全部画面で、

この現場はあと一日で終わりだとか、このオペレーターは生産性が悪いんじゃないかとか、

改善の余地はないんだろうかというような研究にも使っているということです。 

 これが最初に言った長野モデルのコンソーシアムの体制です。信州大学が中心になりま

して、弊社と北信州森林組合、それから建機のコマツさん、普及の側として森林組合連合

会、中部森林管理局といったメンバーでやっております。具体的な内容はここにあります

ので省略します。 

 さっき１点１点のＸＹＺ(座標軸)を求めるために、１平方メートル当たりレーザパルス

４点以上必要だという話をしましたが、実際、国交省が計測しているレーザ光の密度は１

平方メートル１点のものが多いです。そうすると、１本１本のＸＹＺは出ないのですが、

林分の材積については、こういった総体積法という方法で求めることができます。ですか

ら、必ずしも１本１本のＸＹＺは出ないんですけれども、レーザ密度が低くても林分の材

積は把握できるという方法もありますという紹介です。 

 あと、ドローンです。最近、ドローンがいろいろ活躍していますが、弊社もドローンレ

ーザでどのくらい仕事ができるかについていろいろと研究しています。かなり精度の高い

情報がとれまして、例えばこんな感じで樹木の幹の形状もある程度把握できる状況になっ

ています。もちろんドローンの写真でも三次元解析をやっています。国土地理院で地盤情

報があるところについては、ドローンの写真情報の三次元化によってもある程度正確な、

さっき言った樹木１本１本のＸＹＺを得ることができそうですが、現在、林野庁からの委

託事業でその研究開発をやっておりまして、もう少ししたらその成果が出てくると思いま

す。 

 省略しますけれども、地盤の正確な微地形を表現する地図、最近、ＮＨＫの「ブラタモ

リ」でたくさん登場していますが、その作成の考え方も入れておりますので、関心のある

方は後で見ていただければと思います。これで見ますと、山の表面には樹木があるのです

が、それを全部引き剥がして地盤だけを見ることができるということで、既存の路網、集
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材路の跡とか、地滑りの跡、崖崩れの跡といったところが一目瞭然でわかりますので、こ

ういったところに道をつくってはいけないとかいったものを全部判断できて、事前にある

程度の線形を組むこともできます。 

 そうしますと、これは弊社のシステムでありますが、既存の林道の終点と目的のところ

を２点選んでやると、縦断勾配を１０％以内にしろという指示をするだけで、コンピュー

ターが線形を描いて、これはおもちゃのような感覚ですが、そんなこともできるようにな

っています。最近ですと、住友林業さんも同じようなシステムをつくっておられますが、

誰でもつくろうと思えばできてしまうということであります。それによって、平面図、縦

断面図、横断図、土工量、土工計算図、概算経費の積算まで、自動的にＧＩＳでできてし

まうという状況になってきています。ただ、きちんとした設計をしていかないと補助金の

対象にはなりませんので、これはあくまでも概算設計としては使えるという段階です。 

 そういった意味でまとめでありますけれども、準天頂衛星測位システムの整備に合わせ

まして、林業のスマート産業化を確立する好機になっているということで、航空レーザ計

測で、短期間で大面積の森林情報を高精度ＸＹＺ座標軸の正確な取得で立体的に把握可能

です。平方メートル当たりレーザ密度４点あると、樹頂点による単木解析ができますし、

平方メートル当たりレーザ密度１点でも、総体積法という方法で解析が可能です。さらに

小面積の場合ですと、先ほどお見せしましたけれども、ドローンレーザ計測による解析で

多様な森林木材情報が取得可能です。それをＧＩＳ上に入れて使ってやりますと、さまざ

まな情報の一元管理ができます。一元管理した情報をもとに在庫管理とか集荷戦略、路網

計画等の策定も可能ですということで、いろいろなところで低コストで効率的な森林資源

管理が実現できるんじゃないでしょうかという提案をしておりまして、実際、全国各地で

取り組んでいただいています。 

 今現在、長野モデル以外にも、都道府県単位でいきますと、佐賀県、長野県、岐阜県は

民有林の森林については全て航空レーザ計測、平方メートル４点のデータを取得しており

ますので、各県の事務所ではさっきの路網システムで道を設計したり、あるいは森林組合

に提供して、森林組合がそのデータに基づいて事業を展開したり、さらに佐賀県では、航

空レーザ計測のデータだけで間伐を発注したり、いろいろなことがされています。さらに、

たくさんの市町村がこの情報を使って、森林だけではなくて防災面での活用もしています

し、多くの森林組合でも活用していただいている状況にあると思います。 

 以上、雑駁でありましたが、現時点での弊社における航空レーザ計測でどんなことをや
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っているかというご紹介をさせていただきました。 

 ご清聴ありがとうございました。 

【仁多見委員長】  ありがとうございました。ご質問等ありましたら、お願いします。 

 私から。上からレーザ光を飛ばして、形は当然わかるわけですけれども、防災面や道路

建設面で欲しい情報の１つに土の水分があります。 

【矢部総括技師長】  レーザは光でありますので、光が届かないところはわからないん

です。 

【仁多見委員長】  ここは水が多いとか。 

【矢部総括技師長】  それは残念ながら今のところわからないです。露岩が出ていると

か、ここは岩がこれだけ出ているから、あとはＪＲさんでよく言われるのが落石です。落

石のおそれがある石がどこにあるかというのは特定できるのですが、さすがに地盤とか、

土質はわからないです。 

【仁多見委員長】  少なくとも何かいつもこの辺緩んでいるよみたいな話がわかるとあ

りがたいなという感じです。 

【矢部総括技師長】  そうですね。災害が起こった後に、例えばパイピングの跡とかは、

崩れていなくてもパイピング（浸透水の影響により生じる地盤の破壊現象）の跡があると

いうのは特定できます。あと過去に崩れているところでどこが崩れるという危険性もわか

りますが、現在水が多いかどうかというのは、地形的なものから類推することはできるん

ですけれども、実際にここの土が湿っているか湿っていないかというのは、残念ながらわ

かりません。 

【平田委員】  （レーザパルスの）一番目は木が上を覆ってしまうので、実際には下に

届かない。可能性としてあるのは、おそらく今お話の中にあったインテンシティー

（intensity）という反射強度を使う。実は樹種を分けるときに一番ネックになるのが水分

状況です。大気中に水分がたくさんある、あるいは葉っぱが濡れているとそこが違ってく

るので、地面もそれを使えればいいんじゃないかというと、地面まで到達する率が非常に

低いために、その情報を引っ張ってこられないところが一番問題になると思います。 

【仁多見委員長】  平田先生、これからのお話にも入ってくるんですけれども。 

【平田委員】  もしかしたら、むしろ水関係はマイクロ波が吸収してしまうので。 

【仁多見委員長】  皆さん、他にご質問、ご意見いかがでしょうか。 

【上河アドバイザー】  レーザーについてですが、もちろん衛星からのレーザーがあり、



- 49 - 
 

飛行機のレーザーがあり、それからドローンのレーザーがあると思うのですが、衛星のレ

ーザーというのは精度から言えばまだ十分粗いものだと思います。実際に今お話があった

ように使うとすれば、飛行機によるレーザーが一番使いやすいと思います。。ドローンの場

合というのは、レーザーを積んで、飛行機と同じような計測はできるのですか。 

【矢部総括技師長】  できます。表面の把握でしたらドローンがコスト的には有利です。 

【上河アドバイザー】  そうですか。 

【矢部総括技師長】  ただ、まだドローンレーザの実績が少ないものですから単価が高

くて、１日２００万円必要です。さすがに一般材の山の調査に１日２００万円はかけられ

ないので。 

【上河アドバイザー】  一日２００万円ですか？ 

【矢部総括技師長】  そこをもうちょっといろいろな方面で使って、もっと当たり前に

使えるような状況になれば単価は下がってくると思いますので、ドローンレーザでも同じ

ような解析はできます。 

【上河アドバイザー】  そうすると、もっとドローンの性能を上げなくてはだめだとい

うことですか。 

【矢部総括技師長】  性能はいいです。要するに機材のコストを下げていく。ドローン

に積んでこれだけの解析をできる機械って、レーザ光の発射装置だけで、多分まだ２,００

０万円ぐらいするんです。ですから、それをもっと安価でできるようなものを使ってつく

れれば。 

【平田委員】  おそらく安価でも無理だと思います。というのは、申しわけないですけ

れども、航空機レーザーが今２０万発なり撃てる、１平方メートルに１０点落とそうと思

えば落とせる中で、ドローンの一番のネックはフライトの時間になります。それと発着陸

できる場所の選定です。山の中では発着陸できる場所は、思いのほか少ないというのが私

たちの認識です。今、ドローンの研究をやっていながら自分たちで自分たちの足を引っ張

るのも何だけれども、本当に離陸させられるところがものすごく限られているんです。そ

れを考えると、まさに今、矢部さんがおっしゃったように、２,０００万円する機械を積ん

で、非常に狭いところから無理やり上げるというリスクを負って、しかもフライトさせら

れる時間が非常に限られていることを考えると、今、航空機レーザーが撃てるパルスの数

がこれだけ上がってきたら、おそらくドローンの使い方はそういう使い方ではない。少な

くともレーザーを積むということはないと思います。小規模所有者が自分の山を見るのに、
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さっきおっしゃったように地面の状況があれば、樹木がどれだけ成長しているのかという

のをＤＳＭを使って見るという手はあると思うんですけれども、わざわざ高いレーザーを

使うんだったら、航空機に載せて広域で観測するほうが圧倒的に有利です。 

 ちなみに衛星ライダーは今現在開発中です。かつてアメリカが上げたライダー（LIDER）

は２０１３年に運用停止しました。今度、ＮＡＳＡが「ジェダイ（GEDI）」というのを２０

１９年に上げて、それから我々で２０２１年に「モリ（MOLI）」というのを打ち上げて、ど

ちらも宇宙ステーションに載せる予定にしています。ただし、これは照射密度の関係で、

先程、矢部さんがおっしゃったような体積法的なこともできないので、というのはフット

プリントが重なっていないので、そういった意味で、例えばこれから山を買おうとしたと

きに、どれぐらいの山なのかというときに、海外で展開する情報も少ない中で、光学衛星

では森林の広がりはわかるんだけれども、高さ情報がそういうところからとれることによ

って、ああ、これぐらいの山だなということを知るために使っていくことは可能かと思い

ます。 

 ちなみに「ジェダイ」にしろ、「モリ」にしろ、データは無償で提供することになります。

あとはそれをいかにうまく使えるかというところのオペレーションでのコストです。使お

うと思えばおそらくコスト的にはそんなに不利でないとは思います。 

【上河アドバイザー】  もう１点いいですか。今、飛行機が一番いいという話、それか

らヘリコプターだと若干もうちょっと安いわけですよね。 

【矢部総括技師長】  安いということはないです。 

【上河アドバイザー】  飛行機と同じということですか。 

【矢部総括技師長】  ヘリコプター使用の航測会社さんは飛行機使用と同じ単価でやっ

ています。 

【上河アドバイザー】  そうですか。 

【矢部総括技師長】  航空レーザ計測で計測して、さっき言ったような解析まで全部や

って、１ヘクタール当たり３,５００円です。 

【上河アドバイザー】  例えばドローンを上からではなくて、林内を飛ばして、そこで

写真を撮りまくってやれば、その辺はかなり正確に撮れるんじゃないですか。 

【矢部総括技師長】  林内で飛ばすということになると、多分、樹高情報がとれない

かと思います。ですから、林内を飛ぶメリットは、樹幹の曲がり形状を把握したいときに

は林内を飛ばす意味があると思いますが、きちんと本数とか樹高データを得るには、上か
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ら撮ったほうが確実だと思います。 

【上河アドバイザー】  両方合わせればいいですね。 

【矢部総括技師長】  そうですね。お金さえあれば幾らでもできます。 

【上河アドバイザー】  どうもありがとうございます。 

【事務局（大渕）】  １つよろしいですか。今日お集まりの方に製紙会社の方も入ってお

られまして、製紙会社の方は原料としてのチップ、あるいは海外植林で港に置いてある船

積み用のチップの材積、容積を知りたいという希望があるんです。それをどうやって把握

したらよいか教えて下さい。 

【矢部総括技師長】  これは単純に航空レーザ計測で材積は特定できます。実は東日本

大震災の津波災害調査のときに、沿岸の瓦れき量の測定は全部これでやりました。 

【事務局（大渕）】  そうですか。 

【矢部総括技師長】  かなり正確に出ます。 

【事務局（大渕）】  そのやり方というのはどこかに掲示されていますか。 

【矢部総括技師長】  今言ったのと同じに、単純に計測すれば、もとの地盤高があらか

じめ特定されていれば、その差分解析でチップ量は出ます。 

【事務局（大渕）】  そんな難しい技術ではないということですか。 

【矢部総括技師長】  比較的初歩的な技術だと思います。 

【事務局（大渕）】  わかりました。ありがとうございます。 

【佐々木委員】  （植林地の）立木材積の推定方法に関してですけれども、これまでど

れぐらい実施例を積まれていますか。 

【矢部総括技師長】  今日その図も持ってくればよかったのですが、大体１５０例ぐら

いはあったと思います。 

【佐々木委員】  同じ樹種、日本の樹種ですか。 

【矢部総括技師長】  そうです。スギ、ヒノキ、カラマツ、アカマツ、若干特異な例と

してはツバキをやれと言われたのでツバキもやりましたが、大丈夫ですね。 

【佐々木委員】  樹種ごとの精度の違いというものはありますか。 

【矢部総括技師長】  樹種ごとの精度の違いはあまりないと思います。 

【吉永委員】  さっき（葉面の）クチクラ層の厚い照葉樹は難しいと言ったのは、何か

障害があるのでしょうか。 

【矢部総括技師長】  葉面に当たった光の反射強度の差が出ないので、樹種の特定が難
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しいわけです。もちろん木の高さとか、材積をある程度把握するのは可能ですけれども、

反射強度が特定しづらいので、多分、照葉樹林での樹種判読は難しいと思います。和歌山

県から備長炭で有名なウバメガシだけ特定しろと言われたんですけれども、お断りしまし

た。 

【荒井委員】  樹種の特定までできるということですけれども、例えばマツクイムシと

か、外国で言うと虫害があったところ、上から見て特定とかそういうことは可能ですか。 

【矢部総括技師長】  はい。もちろん枯損木はすぐわかりますし、樹勢が衰えているも

のも特定はできます。これはもちろんレーザ計測でなくても、赤外線写真で特定はできま

すけれども、レーザ計測でもそれはできます。 

【仁多見委員長】  レーザーで一度撮れば、非常に多岐にわたって解析ができると。 

【矢部総括技師長】  そうですね。一度撮っておくといろいろなものに使えます。レー

ザ計測の一番の弱点というのは、経年変化をどのように更新するかということですが、そ

こをもうちょっとスマートに改善していく必要があるんですけれども、弊社のＧＩＳでは

３月３１日になりますと、樹木１本１本全部、１年分成長して太るというシステムにして

いますので、１０年くらいは使えるかと思います。また、伐採したところ、ここは何年に

間伐したので本数と材積が減っているはずだという情報を入れてやるということで十分に

使えると思います。 

【仁多見委員長】  よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

【矢部総括技師長】  最後に宣伝させて下さい。この２月２７日に都道府県会館で、さ

っき言った“長野モデル”のシンポジウムを開催します。フィンランドの有名なレーザ計

測の先生をお呼びしてやります。関心のある方はご参加下さい。 

【仁多見委員長】  本日はご講演ありがとうございました。 

（ 拍  手 ） 

【仁多見委員長】  それでは、続きまして議題２番目、平田さんに「航空機レーザース

キャナーの活用について」、お願いいたします。 

【平田委員】  何か話せと言われたので、実は私、このレーザースキャナーの研究を主

にやっていたのが今から十七、八年前から、四、五年前までやっていました。 

 今お話の中に合った４点というのを最初に打ち出したのも私だったんですけれども、質

問の中でどんな樹種をやっているんだという話がありました。これは世界で見ると非常に

多くの樹種、もちろんレーザースキャナーは北欧で始まったので、そっちでいろいろやら
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れましたけれども、あとオーストラリアのＣＳＩＲＯ（オーストラリア連邦科学産業研究

機構）のグループがユーカリ等の林で非常にいい結果を出しています。ただし、樹高の精

度は樹種によって違うのかという質問がありましたけれども、樹種によって違います。そ

れはどうしてかというと、地面を正しくとれないと、山岳地域ではどうしても樹高が正確

にとれない。特に海外の樹種よりも、一番問題なのはヒノキです。ヒノキは皆さんご存じ

のように、葉っぱを平らに広げる形で枝を張りますので、それで地面に透過する率が非常

に少ない樹種になります。これの研究については名古屋大学の山本一清先生、そのとき名

古屋大学にいて今は森林総研の高橋正義さん、この方達がどれぐらいヒノキとスギで違う

のかといった研究をされています。 

 したがいまして、利用についてはもう既にいろいろ情報があるので、あとはどう実用、

特にこういう海外植林に使うのか、使わないのかといった選択をどう経営判断するのかと

いったところがポイントになるかと思います。先ほどチップを山積みにしている量はどう

なのかという話に関しては、非常に初歩的な技術を使って、もちろんその範囲が狭ければ

ドローンを使っても当然わかるわけです。なので、利益に対してどれぐらいのコストがか

かるのかと考えながら使っていくことになるかと思います。 

 先ほどのお話にありましたように、一番上に当たって返ってくるのと一番下まで過ぎた

もの、それのピーク、その差分をとってあげて１平方メートルに４点以上落としてあげれ

ば、木の表面がこの緑のように復元できますし、またこの茶色いところは地面ですけれど

も、そのうち何点かは地面まで落ちますので、絵で描いているのは確実に落ちているよう

に見えていますが、実はほとんどは木の表面で返って落ちていません。なので、これは模

式的に書いていますけれども、実際には赤い線のように木の真ん中あたりに当たって返る

ものというのは、当然下までは透過しないので、逆にこういった情報もうまく利用すると、

先ほどの話にありましたが、１本１本を４点で抽出するという考え方もあるんですけれど

も、林の密度というのが、こういったレーザーがどれぐらいの割合で下まで落ちるのかと

いった情報を使えば、実は少ないレーザーの撃ち込みでいろいろなことがわかってくる。

少ないということはイコールコストを下げることになりますので、目的によっては１本１

本の木を全て特定する必要がないことになります。 

 これは例えば北茨城でレーザー、いろいろ間伐強度を変えてやった例です。こうやって

見ていただくと、レーザーが落ちるものが、強度間伐したところ、弱度間伐、対照区、何

も間伐しなかったところで地面までの落ち方が大きく変わることがわかっています。 
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 また、同じような試験地をヒノキでもつくってみました。東京大学の千葉演習林に間伐

強度を変えた試験区をつくって、レーザーを落としてみると、これは間伐してわりとすぐ

のときにレーザーを飛ばしていますので、強度間伐を入れたところでは非常に高い。間伐

を入れなかったヒノキは１０％、これは６０年生なのでそれなりに自己間引きで本数は減

ってきているんですけれども、それでもあまり落ちないことがわかります。レーザーの透

過率と断面積合計の関係をこうやって見てあげると、当然ですけれども断面積合計が小さ

いとレーザーの透過率が高い。断面積合計が大きいとレーザー透過率は低くなるといった

直線関係が見られますので、こういった情報をうまく利用すれば、１本１本の木を特定し

なくても森林の状態がわかる。 

 落葉樹林に関しては展葉期、葉っぱが開いている時期と葉っぱが開いていない時期で、

地面に到達している情報を抜き出してあげると、葉っぱが展開しているときにはかなり途

中で当たって返ってしまって、下まで落ちていないことがわかります。こういったところ

からＤＥＭ（Digital Elevation Model：数値標高モデル）を復元すると、当然ＤＥＭの精

度は落ちるので、高さ情報に関しては精度が落ちることになります。ただし、どれぐらい

の精度を求めるのかによって、完璧なものは冬に撮ってまた夏に撮ればいいんですけれど

も、当然コストがかかりますので、ざっくり一山どれだけかを知りたいのに、そういった

計測をあえてする必要もないことになります。日本の場合は、先ほど話にありましたよう

に、国土地理院が２.５メートルＤＥＭをライダーからある程度広い地域で、基本的には河

川に近い山、２.５メートルのＤＥＭが整っているところがあります。これでＤＳＭ

（Digital Surface Model）、空中写真からつくった林間表面の標高モデルとの差分をとっ

て材積を見ると、それなりにいい推定ができることがわかっておりますので、そういった

既存の情報も含めて考えていく。あるいは海外の山を考えるときに、非常になだらかな丘

みたいなところにつくる山、場合によっては非常に平らなところにつくる山というのは、

そんなに高精度のＤＥＭが要らないわけですから、そういったときには非常に高いところ

から航空機を飛ばして、レーザーを撃ち込むというのも１つ手ですし、サンプリングでド

ローンを飛ばして山を推定するといった手法もあると思うんです。全体を調べなくても、

サンプリングである程度捉えられるといった方法でもいいのかと思います。そうすると、

コストを下げるところにつながっていくかと思います。 

 落葉樹では、先ほど話しましたようにレーザーの地上到達度は、葉っぱがない時期には

７０％近くて、葉っぱがある時期は１０％台で、１０％台というのはどういうことかとい
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うと、２０％を切っていますから、１平方メートルに４点落としたところで１平方メート

ルに１点は入らないということです。どういったＤＥＭを復元するかによって、どういっ

た時期に撮るのか。でも、考えようによっては、１平方メートルに４点落としていれば、

４平方メートルには必ず点が落ちるので、２メートル四方のところでＤＥＭをつくってい

けば十分だよという話だったら、あえて精度の高い落葉期に撮らなくてもいいという話に

なります。また、海外で植林地の場合は非常に間があきますので、そういった落葉、展葉

なんていうのを考えなくても、十分地面を復元することができるんじゃないのかと考えて

います。 

 先ほど話があったように、木のてっぺんを捉えるというのはどういうことかというと、

航空機レーザースキャナーで撮られて、計算された高さをこういうメッシュにその数値を

入れていってあげます。ここの高さが２５メートル、２６メートル、２３メートル、２６

メートルというふうに入れてあります。ここが３０メートルとすると、周りと比べてここ

は高いので、その場合には１を入れてあげる。例えばここで見るとこっちの斜め下に３０

とあるので、ここは０を入れてあげる。そういう作業をすると、１となったところが木の

てっぺんだというふうな抜き出し方ができて、これはフリーのソフトを使っても今はでき

るような技術ですので、木のてっぺんを見つけるのは非常に簡単な作業になります。 

 先ほどレーザーで測る高さが正確だというのは僕も賛成するんですけれども、その一方

で、レーザーで測る高さって本当の樹高ではないんです。実は約７割がこのように斜面の

谷側に傾いています。先ほど言ったように、木のてっぺんをここで捉えて、ＤＥＭとの差

分をとるので、急傾斜であればあるほど、傾いても木を過大に推定してしまいます。ただ、

過大に推定するといっても、当然木のてっぺんは撥ねる部分が多少過大になっても、あま

り気にする必要はないのかとは思っています。あくまでもどういった問題があるかという

のを明らかにするのに、これはどうやってやったかというと、１本１本の木の根元の位置

をレーザー距離計で計測して、位置図をつくってレーザーと合わせています。 

 先ほど樹冠をどうやって抜き出すのかという話がありましたけれども、これは砂防工学

系が専門の方々が得意とする流域を抽出する方法と全く同じような方法をとります。一番

簡単に考えていただくと、卵のパックを真ん中でぴっと切って、下半分のことを考えてあ

げると、くぼんだところが１０個できます。くぼんだところ１０個のへりのところ、真ん

中と比べて高いところ、地面よりも両脇が低くなっているところを抜き出してあげること

によって、そのくぼみを全部抜き出すことができます。それはWatershed法と言っています
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けれども、要は木の場合は上側に凸になっていますが、それを引き算して逆転させてあげ

れば、卵のパックの下側になっている、要はくぼ地があるということで、くぼ地を抜き出

すようなアルゴリズムを持っているソフトウエアだと、これも簡単にできます。おそらく

無料のソフトで、ＱＧＩＳとかでできるというもので、今、レーザースキャナーのデータ

をこういった形で業者から提供していただくと、その後何か作業するのは比較的簡単なソ

フトウエアを使って、この間、業者の人でも比較的簡単に使いこなしておられたのを見て

きていますので、やってみようかという人がいると、比較的簡単にそういったものは自前

でも情報はつくっていけるのかと。そこの情報を含めて、業者にお金をかけるのか、自分

のところでやっている人が片手間にと言ったら何ですけれども、業務の一部としてやるの

かというのは、一体どれぐらいの面積をやりたいのかということによります。面積が小さ

いんだったら、業者に出すよりも当然自前でやったほうがいい場合もあるし、面積が多い

と、かなり大型の、普通のパソコンでは厳しくなってくるような場合には外に出さざるを

得ないのかと。 

 ただ、さっき１ヘクタール当たり３,５００円と言っていましたね。十数年で昔の１００

分の１ぐらいの値段に下がってきています。これは自動化が進むので、おそらくまだ下が

ると思います。１０年前ぐらいにドイツの人に、日本は幾らでやっているのと聞かれて、

そのころ１ヘクタール当たり１０万円近くするねと言ったら、向こうは数ユーロだと言っ

ていました。なので、そういう意味ではドイツはもう１０年前に数百円の単位に入ってい

たので、こういった解析まで含めたものが、今後、各業者さん、先ほど開発されたとかい

ろいろおっしゃっていましたが、ああいう技術が進めば進むだけ自動化が進むので、コス

トも下がってくるはずです。 

 非常に高い精度で樹高がとれるというのは間違いないことです。ただ、レーザーをどれ

ぐらい照射するかが重要なのは、これは十数年前にやった研究で、レーザーの５点という

ところを見ていただくと、今はみんな大体０.５メートルとか１メートルとかのメッシュサ

イズでやっているんですけれども、大体５点ぐらいになると抜き出せる本数も９０％ぐら

いは抜き出せると。国交省さんが言っている１点だと、実際の木を１本１本抜き出そうと

すると６０％ちょっとしか抜き出せないことになるので、日本が４点なのかというと、実

はこのレーザースキャナー関係の国際研究集会でシルビレーザー（Silvi Laser）というの

があって、結構持ち回りでやっているんですけれども、そのシルビレーザーの学会のとき

にいろいろな発表があった中で、どの国もほぼ４点あれば復元できるというのが出てきて、
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みんなでこれはおもしろい結果だねという話で、２００５年ぐらいでしたか、それぐらい

のときにそういうのがあって、それがいろいろなところでの基準になったということです。 

 この照射密度で、一方で樹高を見てみると、４点ぐらいあるとその樹高の値の差の平均

が１０センチ、あるいは２０センチぐらい過小に評価されるぐらいだということなので、

当然レーザーの数が減ってくれば、木のてっぺんに当たる確率が下がります。木のてっぺ

んではなくて、木のてっぺんの脇のところに当たって返ったものがてっぺんだと判断され

てしまうので、どうしても樹高の推定がどんどん悪くなっていきます。 

 海外の調査で、これはアジア航測さんに計測してもらってやった話ですけれども、カン

ボジアでの違法伐採、これは絵だけですけれどもおもしろいのでお見せします。２０１２

年と１４年での空中写真ですけれども、天然林です。これがレーザー計測で白いところほ

ど高い木です。黒いところは道です。こう道が入っていて、車も通れる道なのでこうやっ

て見えるのは当たり前ですけれども、これが２０１２年と２０１４年を見ていただくと、

白いのがぱっとなくなるのがわかりますか。これは全て違法伐採です。ここら辺を見てい

てください。ここら辺に伐採した道が真っすぐに並んでいるのがわかりますか。実際現場

に行くと、ここに下を切り開いて木を運び出しているのを、ただ、ここの人たちは木を運

び出すときにもう中でチェーンソーで製材してしまいます。トラクターとかそんなので引

き出すのではなくて、人が持ってきてしまいます。なので、空から見た目はぱっとわから

ないですけれども、気がつくと、例えばここら辺にもこのように入っているのですが、現

地を歩いてみるとちょうど見事にそこが切られています。 

 ここの赤い丸が高さ数メートル以上変わったところを抜き出した図です。その差分が大

きいところだけを抜き出して、それをポリゴン（polygon）という多角形のものにしてあげ

ると、どこの木が抜かれたかというのがこうやってわかります。そこで違法伐採が見つか

るわけです。この白い段階でそれぞれ数字が入っています。差分をとっているので、木の

高さの数字が入っています。ポリゴンの中で一番高い値が木の樹高になりますから、この

抜けたところにもとあった各ポリゴンの中の一番高い値を割り当ててあげると、一体どれ

ぐらいの高さの木が抜かれたのかがわかります。 

 これを見ると３０メートルから３５メートル、４０メートル以上の木まで残っています

けれども、今はもう残っていませんが、こうやって高い木が抜かれていることがわかりま

す。所々青い木が抜かれています。これは２０メートルぐらいの木が抜かれているんです

けれども、これは果物のなる木はもともと違法伐採とは別に、地元の人たちは果物をとる
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ために木に登るのではなくて、切り倒して果物をとるということをしているらしくて、２

０メートル以下の木が抜けているのは、そういった果物の採取です。結構離れたところに

ぽつんとあったりするので、これは巻き添えをくって押し倒されたのではなくて、果物だ

ということがわかります。 

 こうやって見ると、一体どれぐらいの木が抜かれてきたのかというのが、ここは２回レ

ーザーをやったうちの１回はこの範囲しかなかったのでここだけですけれども、さっきお

見せしたように、必ずしも大きな道路沿いではなくて、かなり中に入ったエリアでも違法

伐採が起きているというのがわかります。１平方キロ当たり１８７本が２年間で抜かれて

いるということは、１００で割ったら１ヘクタールになります。そうすると、１ヘクター

ル当たり１年に１本は大きい木が確実に抜かれているということがわかります。 

 これはコミュニティー・フォレストと呼ばれるみんなが使っている林で、それなりに林

があったのですが、こちらについては将来的にゴム園に転換しようとしているらしくて、

それまで秩序を持って森林を利用していたのが、ここら辺とかをかなり大規模に切って、

どこが切られたかというのを抜き出してあげると、こういう赤いので抜き出せます。どの

エリアが抜かれたのかというのがこれで一目瞭然になります。これがそれぞれの木の高さ、

コミュニティー・フォレストの中でも実際にみんなが使っている林でも非常に多くの木が

抜かれている。 

 実はこの計測自体、あるいはこういった高さ自体のデータをつくったのは、もう最初に

つくってあったんですけれども、このデータさえつくってあったら、抜き出す作業にかけ

た時間が大体２０分ぐらいでした。なので、もとのデータ、ラスター型と言いますけれど

も、こういう高さの情報としてもらえば、あとの作業はただ引き算して、引き算したとこ

ろで１つの領域になっているところを囲うだけの作業ですので、こういうのもフリーのソ

フトウエアで今は簡単にできるようになっていますので、技術的にはこういった技術が活

用可能になってきています。 

 最後に、選択としてレーザーなのか、空中写真なのか、それからドローンなのか、上か

らなのか、それは本当に目的コストに、もうそれが決まれば自動的にどういう選択になる

のかは決まるぐらい値段に差が出てきます。例えばかなり広範なところのものを捉えよう

としたら、ドローンを使っていったのではとてもじゃないけれども作業が追いつかないこ

とになりますし、さっきのチップを山積みにしているマスがどれぐらいなのかというもの

に航空機なんて使っていたら、これまた採算が合わないことになります。 
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 したがいまして、そのものに応じてどうやってコストダウンを図っていくのかというの

が、精度的にはもう十分な精度で、ただ太さをどうするかというと、先ほどスマート林業

の中で話がありましたけれども、バックパックに積んで撮るレーザーが今非常に使いやす

いというのが去年の森林学会で林家の方の話でありました。もちろん今、先生が開発され

ているように、林内にドローンがうまく飛べるような条件のところではそういった研究を

判断するにはいいのかと。空からレーザーで、先ほど直径の話もされていましたけれども、

自分もそれで何本か論文は書きましたけれども、実際のところは、結局、林冠が一度に閉

じてしまうと、上から見たクラウンのサイズは変わらないんです。でも、木は当然太って

きますよね。なので、それで必ず相関がとれるはずがないんです。一度クローズしても木

は成長するのに樹冠面積は変わらないので、これが例えばユーカリとか結構疎らな林だと、

もしかしたらクラウンとその直径の関係があるかもしれないですけれども、そういうとこ

ろでないと、むしろ先ほどあったスマート林業の中であるような地上を歩いてというほう

が、実際にはどういったものが採材できるのかというところにつながっていくのかと思い

ます。 

【仁多見委員長】  ありがとうございました。ご質問等ありましたら、ご自由に、いか

がでしょうか。 

【上河アドバイザー】  先ほど仁多見先生からお話があったので、木はそれでいいと思

うのですけれども、例えば土壌とか、水分とかいったようなものを測る手法って何かある

のですか。 

【平田委員】  なかなか難しい。上からというのは難しいんです。例えばそれなりにす

ごく湿ったところとか、湿地っぽくなっているなというところは、今、日本も打ち上げて

いるＡＬＯＳというマイクロ波の衛星は、実は宣伝しているとおりではなくて、水浸しに

なってしまっていると返ってこないんです。なので、実はそういう情報をうまく使うとか、

それこそオーソドックスですけれどもＮＡＳＡが打ち上げているランドサットというので、

水分指数を求めるような、観測している中間赤外線というのを使って水分条件を見分けら

れるのですが、だから目的によるんです。立地としてどうなのというのでもし広範囲で評

価する、ここは将来そんなに（木は）伸びないんじゃないのとかいうのにはもしかしたら

使えるのかとは思います。 

【仁多見委員長】  ここにつくると崩れるぞみたいな。 

【平田委員】  そこは難しいと思います。 
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【上河アドバイザー】  ただ、将来ここに植えたらいいかどうかと判断するときに、こ

の辺は水分が多いとか少ないとか……。 

【平田委員】  それはできると思います。 

【上河アドバイザー】  それだったらできるわけですね。 

【平田委員】  ランドサットで。 

【上河アドバイザー】  そうですね。 

【仁多見委員長】  皆様、いかがでしょうか。 

【平田委員】  何もないときって簡単だけれども、上に木があると一部は地面から返っ

てきて、一部は木から返ってきて、その木の植わりぐあい、成長ぐあいによって、その割

合が変わっていってしまうというのが一番難しいんです。その点レーザーで、もしかした

ら何かできるかもしれないけれども、そういったすばらしい成果として大々的に出ている

のはあまり聞いたことがないです。 

【仁多見委員長】  平田先生、ありがとうございました。 

 では、次に議題３です。事務局より、報告書の構成について説明をお願いします。 

【事務局（大渕）】  それでは、資料３、Ａ４版２枚になっていますけれども、ご用意く

ださい。実は文章はまだ書いていませんが、とりあえず今まで集めたいろいろな資料や、

お話しいただいた情報などを参考にしたいと思います。３月に３回目の検討委員会があり

ますので、またそこで得たいろいろなお話をまとめて、報告書をつくりたいと考えており

ます。とりあえず目次だけつくってみました。 

 Ⅰ番、「はじめに」ということで、製紙連合会様から委託調査いただいたときの調査の目

的とか概要を皮切りにしています。テーマが海外の植林地管理に関してですので、ここで

は海外の森林経営で求められるものを、現地の州政府が出しているのがあったので着目し

ました。例えばアメリカはオレゴン州で、林業をやる場合はこういうふうに経営しなさい

という指導みたいなものがあるんです。オレゴン・フォレストマネジメント・プランニン

グシステム・ガイドラインと言いまして、ＦＳＣやオレゴン野生生物協会、オレゴン森林

資源研究所やオレゴン州立大学とか、これに関係する公的団体や私的団体が協力してつく

ったものをオーソライズしたものだろうと思いますが、この中から日本の企業が海外で植

林する場合、何を目指さなければいけないのか、最低限何をやらなければいけないのかと

いうことが判ると思います。 

 それから、実は昨年、豪州シドニーのニューフォレスツという森林投資会社の本社を訪
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問しまして、その足でタスマニア島に渡りました。タスマニア島でニューフォレスツの仕

事を受けているフォリコ（Forico）という会社も訪問しました。この会社自体もともとタ

スマニアのチップを日本に輸出する会社からスタートしていまして、実績のある会社です

が、そこではフォレストマネジメントプランというのをタスマニア州政府に提出しており

ます。この中から今どんなことをやっているか、自分たちはこういうことを約束したよと

か、ＧＩＳをこういうふうに使いますよということをこの中で説明しています。これも１

つの参考になるのかと思います。 

 フォリコ社はＧＩＳも経営管理や業務に使用していますが、ドローンを所有していて、

空中写真を撮ったり、衛星画像も利用したり、あとライダーも使ったり、そんなことをし

てやっていますので、その辺が、製紙連合会様の会員の皆様に今後お役に立つ情報があれ

ばいいなと思って、今見ているところです。 

 それから、３番目に製紙会社海外植林担当者の要望とございますけれども、これは前回

要望をいただきまして、これ全てがかなえられるとは思いませんが、その辺でできるもの、

できないものを分けさせていただいて整理したいなと思っています。 

 Ⅱに「森林経営を支える情報技術」、これはもはやこういうデータベース、ＧＩＳ、ＧＰ

Ｓ、航空写真、衛星データ、レーザー等は、専門家にとっては既知の情報ですけれども、

製紙会社の皆様や経営者にとってはいま一つよく理解されていない分野であろうと思いま

す。実は私自体が勉強させてもらっているという情けない状態ですけれども、この辺をわ

かりやすく紹介したいと思いました。「森林経営を支える情報技術」というのをまとめて経

営者層にＰＲしたいなと、こういうものが必要だから、予算をつけて下さいねという感じ

ですけれども。 

 あと、「儲かる林業を目指して」ということで、今、先生方が取り組まれている「スマー

トフォレストリー」、「ドローンによる森の見える化」、それから本日、平田先生に話してい

ただきました「航空機レーザースキャナーの活用」をやって、とにかく目指すところは儲

かる林業だよと。これも経営者層にＰＲしようとしているところもあるんですけれども、

それによって全体が引き上げられればいいなと思っています。 

 Ⅳが「新しい海外植林地経営システムの可能性」ということで、ざっと言ってみれば全

部集めて、この中から海外植林地経営ということに中心を置いて考えた場合、どういうこ

とが考えられるか。新システムのイメージ（図）とか、ＧＩＳによるトレーサビリティー

ができればいいなと実は思っているんですけれども、どうでしょうか。 
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【吉永委員】  トレーサビリティーと言いますと、どこの林地からどれだけのトラック

が来た、といったようなところまでを追跡する意味でしょうか。 

【事務局（大渕）】  どこまで必要かわかりませんけれども、今はトレーサビリティーを

追求する時代ですよね。聞かれたら答えられるようにしておけば、問題ない位の感じをイ

メージしていたのですが、満点をとれなくても大体どの地域からいつ頃出材したものかを

ＧＩＳで管理できればいいと思っています。あまり細かく管理しようとすると、大変なこ

とになってしまいます。 

【吉永委員】  日本とか北欧みたいに、携帯電話もよくつながるような山とかだといい

んですけれども、かなりひなびたところだとそれがそもそも難しかったり、インフラで大

分差が出てくるのかという気はします。 

【事務局（大渕）】  そうですね、衛星が使える場所と、全然使えない場所と確かに差は

あるんです。 

 先に進みます。 

 それで、ドローン活用の可能性ということで今出ているのが、獣害対策、獣害にどうや

って対処するかということですけれども、ドローンにスピーカーを積んで脅かすかとか、

どこに住んでいるのとか、そういうことができればいいなと。逆に、この間話に出たコア

ラが木の上にいて、伐採するときにコアラが落ちたら大変だという、保護動物対策にもド

ローンが使えないのかとか。 

 荒井さん、そんな話でしたよね。 

【荒井委員】  はい。 

【事務局（大渕）】  あと、在庫の把握方法ですが、森林経営には大まかでいいのですが、

立木材庫がどれぐらいあるのという話です。欲を言えば何年後の姿まで結びつけれられれ

ばよいですけれども、とりあえず立木在庫がどのくらいあるのかを見たい。それから、チ

ップ製造工程における原木在庫です。これも業務の仕掛りで、どのぐらい木を切って、ど

のぐらい出ていってしまったので今どのぐらい残っているかという数字も捕まえられれば

いいと思います。先ほどレーザー計測技術によるチップ在庫の把握は非常に初歩的である

という話をお聞きしました。あと容積密度については自分達でデータを分析して、係数を

出せば計算できると思いました。企業会計では在庫の評価については公認会計士も重点を

置いているので、デジタル情報を利用して、なるほどというものを出せる状態にしておけ

ばいいのかと思っています。 
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 あと、リモートセンシング衛星によるリスク管理ですけれども、日常的に火災、盗伐、

病害虫、風水害とか、面積が少なくて日常的に管理できればいいのですが、大面積とか、

離れているとか、たまにしか行かないというところは衛星によって監視できれば、しかも

無料の情報だったら最高という感じですけれども、そういうことができればいいのかと思

っています。 

 Ⅴに「まとめと今後の課題」ですけれども、今、地球環境問題は、企業としてどこまで

力を入れているのかというのが見られていると思います。生物多様性について配慮してい

るのかとか、ＣＯ２の固定量把握、だんだんこの辺の声が大きくなっていくのかと思いま

す。それから、2015年9月の国連サミットで採択されたＳＤＧｓ（Sustainable Development 

Goals：持続可能な開発目標）の企業による取り組みも少しずつ浸透していくような感じが

します。これにどのように応えられるのかということも大事だと思いましたので、Ⅰ番か

らⅤ番まで、あちこち飛びながらでも、何か今後の海外植林の１つの目安みたいなものが

できればいいなと考えている次第です。 

【吉永委員】  今日、平田先生のお話にもあった無料ソフトウエアとかいったものは非

常に興味がある分野でして、実は弊社ではドローンの連続写真を合成するのに、Agisoft 

Photoscanのプロフェッショナル版を買ってしまったんです。なので、無料ソフトでこうい

った業界の方々が使っているものにどういったものがあるのか、何か付録でもあると非常

にありがたいです。 

 また衛星画像に関しても、例えば４月度から運用される衛星が加わることで、例えば解

像度が今まで何メートルだったものが今度は何十センチになりますとか、あとは撮影の頻

度が今まで１機だったものが４機運用になるのでどう増えるとか、この時点での報告書と

してそういった情報を記録的に残すのも、私の会社にとっては非常に参考になると思いま

した。 

【事務局（大渕）】  今のお話で気付いたのですけれども、もしご都合が合えばＪＡＸＡ

の方に来てお話しいただければ、今のお話に関して、知りたいことがわかるのかと思って

います。 

【上河アドバイザー】  後半の部分については、第３回目の委員会にぜひそういう方を

お呼びして聞こうかと思っています。 

【吉永委員】  これからどんどん進んでいくでしょうからね。 

【事務局（大渕）】  平田先生、私はＪＡＸＡの方に全然面識がないので、もしご存じの
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方がいらっしゃったら、ご紹介していただけますか。 

【平田委員】  はい。了解です。 

【事務局（大渕）】  よろしくお願いします。 

【吉永委員】  １９年の「ジェダイ」とか、２１年の「モリ」とか、今後数年間にわた

ってこういったものがアベイラブルになるよというのが非常に知りたいところです。 

【上河アドバイザー】  あと、これに関して無料ソフトはどういうのがあるかという情

報があればありがたいです。 

【吉永委員】  例えば、ＧＩＳソフトでも無料のものを、今は行政の方でもいろいろ使

われているという話もあります。ＡｒｃＧＩＳとかを買わないでも、もうそっちで用が足

りてしまうことが多いようです。 

【平田委員】  ＱＧＩＳでやられている方の、本は高いですけれども、すごくいい参考

書が三、四千円で売っているみたいなので、林業の人向けのＧＩＳの使い方の本になって

いるというのがあるので、それをあわせて紹介しましょうか。 

【事務局（大渕）】  ぜひ、お願いします。 

【上河アドバイザー】  今後こういうアプリケーションがいいのではないかということ

が大事だと思いますが、今日、最初に矢部さんの話にあった中で、機械がどのように使わ

れているか、作業工程をどのように把握するかという話とか、そういったようなことはこ

の報告書の中でいくとどの辺に記載されるのですか。スマートフォレストにおいては林業

機械にＧＩＳもつけて、今日はどこをどう動いたか、どのぐらい材をとったかというのが

ありますよね。 

【仁多見委員長】  この前私が話したような内容に、追加でやりとりしながら書き込め

たらと思います。 

【事務局（大渕）】  アップデートしてくださいますか。 

【仁多見委員長】  ええ、やりますので。 

【事務局（大渕）】  ありがとうございます。 

【平田委員】  衛星データの活用ですけれども、ＪＡＸＡさんの傾向としては、自分の

ところの衛星を宣伝することにかなり力を注がれますけれども、それでもいいですか。も

う一つの方法としては、日林協で衛星関係を扱っておられる方々が実際にどうやって使っ

ているのという、海外で使っているのを紹介していただくという手もあるような気がする

んです。 
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【上河アドバイザー】  そうですね。 

【平田委員】  ＪＡＸＡさんが打ち上げているマイクロ波の衛星ＡＬＯＳの話とか、今

度の「モリ」の話とかそういうのは説明されると思いますが、海外の衛星の利用に関して

は紹介はされないと思います。 

【事務局（大渕）】  皆さん、使える情報が欲しいだろうと思うんです。 

【平田委員】  ユーザーサイドから考えると、日本森林技術協会の鈴木圭さんは、海外

でいろいろな場面でいろいろな衛星、それから航空機も含めていろいろ使われているので、

そういう方がよろしいのでしょうか。 

【上河アドバイザー】  ＪＡＸＡの方と日林協の方と両方お呼びししたらいいのではな

いですか。そうすれば最新の動向を知ることができます。 

【平田委員】  ＪＡＸＡの方と日林協の方の連絡先をお送りしますので、私の名前を出

していただいて構いません。その方々にコンタクトをとっていただければ。 

【事務局（大渕）】  ありがとうございます。 

【仁多見委員長】  よろしいでしょうか。 

【事務局（大渕）】  まだ時間もありますので、私が作成した報告書(案)の目次について、

これはまずいんじゃないかとか、これはこういうふうにしたほうがいいんじゃないかとか

言っていただければ、ありがたいです。 

【平田委員】  Ⅱに「森林経営を支える情報技術」の中で、技術の紹介があるんですけ

れども、それぞれの技術をどう組み合わせて使っていくのがいいんだという何か青写真み

たいな、グランドデザインみたいなのが本当は先にあって、その中でこういう技術の活用

というのがあったほうがいいんじゃないですかね。 

【事務局（大渕）】  最初にトータルなグランドデザイン。 

【平田委員】  そうですね。 

【事務局（大渕）】  わかりました。 

【平田委員】  これは誰が書くんですか。 

【事務局（大渕）】  私です。 

【平田委員】  Ⅱについては、私が書きましょうか。これまでに、それぞれについて書

いたものがありますので整理します。必要なページ数を教えて下さい。 

【事務局（大渕）】  ありがとうございます。お忙しいところ、申し訳ありませんが、よ

ろしくお願い致します。 
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【仁多見委員長】  では、今後の進め方について、事務局よりお願いします。 

【事務局（大渕）】  特に資料は用意していませんけれども、報告書を６月に日本製紙連

合会様に提出することになっておりまして、その段階で、５月中にはもう全部編集を終え

て印刷する段取りまで持っていきたいと思っています。現在、第３回の検討委員会の日程

を詰めておりまして、３月２３日午前中が案として上がってきています。皆さんいかがで

しょうか。 

 改めてこちらからメールでご連絡いたしますので、何とぞご協力をお願いします。 

【仁多見委員長】  それでは、時間も少なくなってまいりましたので、今後の運営につ

きまして、上河常務理事よりアドバイス等をいただけますか。 

【上河アドバイザー】  どうもありがとうございます。今日は本当に非常に活発なご議

論をどうもありがとうございました。今までの１回、２回の検討委員会を通じて、いろい

ろと新しい技術の概要とか、どういう応用ができるかとかいうことを含めて、かなり明ら

かになってきたと思います。また、近々第３回を開催いたしますし、そういったことを踏

まえて、今後報告書をまとめていきたいと思いますので、またぜひご協力のほどよろしく

お願いします。 

【仁多見委員長】  本日はありがとうございました。 

 

── 了 ── 
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【事務局（大渕）】  それでは、皆様おそろいですので、始めさせていただきます。 

 本日はお忙しい中、ご出席下さいまして、ありがとうございます。只今より第３回ＧＩ

Ｓ及びレーザー計測技術による海外植林地管理システムの導入可能性調査に関する検討委

員会を開催いたします。 

 早速ですけれども、本日の議事進行を仁多見先生にお願いしたいと存じます。 

 先生、よろしくお願いします。 

【仁多見委員長】  皆さん、おはようございます。本日は今年度最後の検討委員会とな

りますが、進行につきまして、皆様のご協力をお願いしたいと思います。 

 議事に入ります前に、事務局より資料の確認をお願いします。 

【事務局（大渕）】  資料の確認ですけれども、まず議事次第が１枚目にございます。講

演資料１、次が講演資料２、次が講演資料３と続いてございます。あと、今後の進め方と

いうことで、報告書の目次（案）がついてございます。最後に、前回の第２回検討委員会

の議事録がついております。おそろいでしょうか。 

【仁多見委員長】  確認、ありがとうございました。 

 それでは、議事次第に沿って進めたいと思います。前回、衛星データの活用について、

専門家の方にお話を伺ってはどうかということになりまして、本日その希望がかないまし

た。 

 本日の講師の方々をご紹介させていただきます。私の左から、国立研究開発法人宇宙航

空研究開発機構(JAXA)の落合 治様。 

 一般社団法人日本森林技術協会（日林協）の鈴木 圭様。 

 一般社団法人リモート・センシング技術センター(RESTEC)の森岡まりこ様。同じく遠藤

貴宏様。 

 今日はよろしくお願いいたします。 

 それでは、講演１、「森林分野の課題解決に対する衛星データの複合利用」についてお話

をお願いしたいと思います。 

 落合さん、よろしくお願いします。簡単な自己紹介も含めましてお願いいたします。 

【JAXA落合】  わかりました。本日はお招きいただき、どうもありがとうございました。

ＪＡＸＡの落合と申します。私は、現在、つくば市の衛星利用運用センターというところ

におりまして、実は、衛星のほうのプロジェクトのほうではないんですが、衛星データを

を利用・活用するという部署におります。そこで森林分野の課題解決に関する衛星データ
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の利用に取り組もうとしております。 

 最近では森林総研の平田先生と、よく意見交換させていただいておりまして、もしかな

えば、森林総研と協定を結ばせていただいて、衛星データの利用に向けて、共同研究とい

う形で進めさせていただきたいと考えております。 

 そういった経緯もございまして、今回どういったＪＡＸＡの衛星データがあって、なお

かつ、それがどういうふうに使えそうなのかというところを含めまして、プレゼンをさせ

て戴ければ、と思っています。 

 私は、昨年まで、スイスのジュネーブに７年ほどおりました。そこでは、最近のデータ

のオープン＆フリーの傾向もございまして、衛星データをもっと全般的かつ国際的に活用

できないか、そういったところで国際貢献ができないかというテーマに取り組んでおりま

した。 

 では、早速、プレゼンをさせていただきます。本日のスライドにつきましては、私が作

ったというよりも、ＪＡＸＡの中で取りまとめているものを使わせてもらうという形にな

っております。我々もチーム、組織としてやっておりますので、連名になっております。

ＪＡＸＡの地球観測研究センターの林真智、田殿武雄と一緒に取り組んでおります。 

 今日は、「森林分野の課題解決に対する衛星データの複合利用」ということで、表題と内

容が完全に一致しているかどうかはさておくとしまして、ご紹介させていただきたいと思

います。 

 まず、我々のほうで考えておりますＪＡＸＡの立場、あるいは、衛星の立場から見て、

どういったところが、森林の課題解決に使えるんだろうということで、我々の考えている

ものを並べさせていただいております。 

 主に３つあると考えております。一つ目は、森林のみならず、気候変動、森林炭素モニ

タリングへの活用ということで、衛星は幅広く全球を撮れるという特徴を生かしまして、

特にいわゆるwall to wallとよく呼んでいますけれども、国家、国全体を撮れる能力があ

るということで、地球温暖化対策として貢献できます。 

 二つ目は、そこから一気に飛んでしまうんですけれども、よくご存じだと思いますが、

国家森林モニタリングシステム（ＮＦＭＳ）構築へ貢献できないものだろうかということ

で、ここら辺は、皆さん、国際的にも、多分そういう傾向にあるということで、お聞き及

びかどうかはわかりませんけれども、Ｌａｎｄｓａｔというアメリカの衛星が、かなりの

状況で使われています。 
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 欧州もこれに追随して、Ｓｅｎｔｉｎｅｌという衛星が最近飛んでいますけれども、そ

ういった衛星が、どんどん活用されている時代になってきているという話でございます。 

 一旦、ＮＦＭＳが衛星ベースで確立できますと、そこからさらに気候変動モデルのほう

に展開できるのではないかなと考えまして、ＮＦＭＳ経由あるいは直に環境計測がやられ

ている気候変動モデルに、衛星データがインプットされていくと、土地の利用の変化です

とか、そういったところに高精度化できてくるんではないかなと考えております。 

 一方、国内に目を向けてみますと、当然、自治体ですとか、森林組合などが、森林資源

管理や、最近では、ＧＩＳの色々なデータなどを活用されていると聞いております。 

 そういったところに合わせる形で、我々のほうも衛星データの無償化を実現させていき

たいと思っております。森林伐採域の検出データ、あるいは伐採域のみならず、いわゆる

地籍に絡めて、林の区画、森の区画に関係するデータなどを提供できないかと考えており

ます。 

 三つ目ですが、いわゆる違法伐採があったときに衛星データの強みが生かせるんではな

いかと考えているんですけれども。それを衛星でうまく捉えて、早期警戒できるんではな

いかと。実はこれはもう走っておりまして、ＪＩＣＡさんとＪＡＸＡのほうで協定を結ん

でおりまして、下に書いてあるＪＪ－ＦＡＳＴ（早期警戒システム）が運用されているん

ですけれども、今、ブラジル等で実証を開始しております。 

 衛星データを撮った数週間後ぐらいに、現地に行ってみると、いまだに伐採をやってい

て、昨日も報告があったんですが、そこでもう逮捕してしまったということですから、も

う、ほぼ（システムが）できつつあるという状況でして、こういったところで、違法伐採

を食い止める、それがさらに気候変動抑止につながっていくのではないかということで考

えております。 

 こういった三つの目的を、まだ完全にオーソライズをしているわけではないんですが、

検討をしながら進めていこうと考えております。 

 さらに、こちらについては、手法的なスライドになってくるんですけれども、我々の観

点から、森林をどういうふうに捉えていくかということで、当然、面積、いわゆる鉛直方

向を掛けて体積で、森林が含む炭素の含蓄量を出していくということができるようになっ

てきているんではないかと考えております。 

森林面積の変化で見ますと、最近ではＬａｎｄｓａｔが４０年以上の衛星データのアー

カイブを持っていますので、それを使っている手法が、結構標準化されてきているんです
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が、我々は、後ほど出てきます「ＡＬＯＳ（だいち）」という衛星がございまして、それ

を使うことによって補完が可能になります。特に熱帯林だと、雲がかかりますが、実はそ

ういったところを透過できるレーダー衛星を持っていますので、そのシステムを使うこと

によって、Ｌａｎｄｓａｔができないところも、我々の技術でできるのではないかと考え

ております。 

 それ以外にも衛星もございまして、高精度化・高頻度化してきております。 

 単位面積当たりの炭素蓄積量については、通常、地上観測値がメインになってくるとこ

ろでありまして、色々ガイドラインがあると思いますけれども、特に今後開発しようとし

ておりますのが衛星のレーザー・レーダーです。我々のほうではＭＯＬＩと呼んでいます

けれども、そういった衛星を使うことによって、直接、樹高を測る、あるいは、バイオマ

スを測定できることが可能になってくるかもしれません。 

 これは、まだ技術指標が必要になってくるんですけれども、これが組み合わされば、国

レベルの森林炭素の貯留量の変化が出てくるんではないか。それができると、当然、ＮＦ

ＭＳ（国家森林モニタリングシステム）にも資することができますし、さらに研究の分野

であります気候モデル、陸域生態系モデルのほうにも提供できていくのではないかと考え

ております。 

 先ほど言いました早期警戒システム（ＪＪ－ＦＡＳＴ）は、現状、単独の早期警戒シス

テムでありますけれども、こういったところもトータルで組み合わせて、我々としては、

ソリューション提供できていければなと考えております。 

 先ほどＡＬＯＳ（だいち）という衛星を出しましたけれども、この衛星が合成開口レー

ダ、このレーダ画像を使って、地球をぐるぐる回りながら撮っていくと、大体１年ぐらい

のデータの積み重ねをすると、こういう画像ができるというものになっております。解像

度は２５メートルということで、大体２５メートルのピクセルで物が見えます。 

 それを、我々としては、区切りのいいところで、今は年単位でつくっておりまして、た

だ、それが衛星が生きていた段階でしかないので、今のところ、２００７年から２０１０

年で、ＡＬＯＳの１号機の寿命が尽きて、後継機としてＡＬＯＳ‐２が今飛んでおります

ので、２０１５年、２０１６年という形で、今、積み重ねてきております。 

 その前にも、ＪＥＲＳ－１という衛星があったんですが、そちらのほうについては、実

験衛星だったこともあり、できるところまで、データはつくっているということです。 

 上が全球のモザイクという、ある意味、衛星の生データに近いところのデータなんです
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けれども、それをさらに処理してあげると、全球の森林・非森林マップということで、衛

星から来る反射強度をある閾値で切ってあげると、森林がここから見えてくるという形の

ところで、単純化して言っておりますが、そういったところのデータセットも、我々のほ

うではこういうふうに作っております。 

 さらにフォーカスして見ていくと、先ほどの全球森林・非森林マップを、国別にもう少

し詳細に見ていく形になっていくんですけれども、アマゾンの森林伐採の例、あるいは、

インドネシアのボルネオ島の森林変化の例という形で表示させていただいております。 

 アマゾンの例でいいますと、２０１０年がＡＬＯＳ－１号機、２０１５年がＡＬＯＳ－

２号機で、５年後の変化を捉えております。２機の衛星を使って比較し、伐採が起きてい

るところを特定できますし、その変化域も抽出できます。 

 ボルネオ島の森林変化のほうで見ますと、これも５年後の変化ということで、森林面積

が国全体で、どれぐらい減っているのかということが、数値として表示できるという形に

なっています。 

 ただ、これにつきましては、やはり、衛星から見た変化ですので、地上と突き合わせて、

検証するということが、我々はとても重要な作業だと考えておりますので、そこにつきま

しては、ＪＡＸＡのみならず、関係機関あるいは対象国と一緒にやっていく必要があるの

かなと考えております。 

 先ほど言ったＪＪ－ＦＡＳＴというシステム、既にこれはウエブのほうで、システムと

しては公開されておりまして、どなたでも結果を見ることができますので、ぜひ一度アク

セスしてみて下さい。どの国がどれくらい森林が減っているのかという変化を見ることが

できますので、何か変化が起こった場合のいわゆるポリゴンデータ（三次元コンピュータ

グラフィックスで立体を表現する際に用いられる多角形の平面データ）、変化域のところ

の特定を見ることができるようになっております。これは、２０１６年１１月に公開され

ております。 

 実際にアクセスしていくと、全球が見えていきますので、拡大していくと、こういう形

で、１度ごとのメッシュで見えていく形です。それの実際に変化が起こったところのポイ

ントについての情報が特定できます。 

 ＪＪ－ＦＡＳＴのシステムは、現在、運用中のＡＬＯＳ－２という衛星を使っておりま

す。 

 対象域は、先ほど言いましたように、オレンジで塗っている熱帯・亜熱帯地域の森林を
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モニターできるという形です。ただ、データを更新するのが、大体１.５カ月ごとになりま

すので、国によって、ニーズが違うことになると思うんですけれども、それでもいいとい

う国もあれば、それでは足りないという国もあります。ただ、システムがどんどんよくな

っていくと、人の欲求はどんどん高まるもので、それでは足りないと言われるところがあ

るのかなと思っております。 

 以上が、森林にフォーカスしたお話しでしたが、少し宇宙のほうに目を向けていきます

と、これが、ＪＡＸＡの過去、現在、未来の地球観測にまつわる衛星とセンサーの系譜図

といいますか、形になっております。 

 ご覧のように、色々と多岐にわたる衛星を我々は開発しておりまして、大地を見る衛星

あるいは大気を見る衛星、海洋を見る衛星ですとか、科学研究的に非常に価値のあるもの、

グローバルで観測することに価値があるもの、技術的に実証すべきものに対して、ミッシ

ョンを立ててやっている状況です。 

 もう少し地球観測衛星である「ＡＬＯＳ（だいち）」について紹介させていただきます

が、ＡＬＯＳ－１号機は、２００６年から２０１１年で、運用は既にとまっています。セ

ンサーとしては、リモートセンシングのセンサーを３つ載せております。２つが、いわゆ

る人間の目で見る可視・近赤外機のセンサーでして、これで地球を見る。もう一個がＰＡ

ＬＳＡＲといういわゆるレーダーのセンサーを載せております。 

 ＡＶＮＩＲ－２というセンサーの空間分解能が１０メートル。ＰＲＩＳＭというセンサ

ーで見ますと、２.５メートルと、少し細かく見えることになるんですけれども、その分、

逆に見える幅が狭かったりするという難点がある。センサーにとっても、一長一短ある状

況でございます。形式によって、使い分けているという形です。 

 どのセンサーを使いましても、森林のほうはモニターできるんですが、先ほど全域を撮

るという意味でいいますと、ＰＡＬＳＡＲが最も効果的であって、ＡＶＮＩＲ－２が続い

て、よくなってくるのかなと考えています。 

 ＰＲＩＳＭにつきましては、もうちょっと細かく都市域を見ますとか、３Ｄのデータを

得るために使われるといったような用途の別があります。 

 今、現状、ＡＬＯＳ－２という衛星が２０１４年から運用されておりまして、こちらに

ついては、実はマイクロ波センサーしか載せておりません。これは、ＰＡＬＳＡＲ－２と

いう次世代のレーダーセンサーを使って、さらに森林を継続的に観測しているという状況

になっております。 
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 もう一機ご紹介します。これは今年に入って１月に打ち上がったんですけれども、「Ｇ

ＣＯＭ－Ｃ（しきさい）」という全球のモニタリングを行う気候変動観測衛星（Global 

Change Observation Mission - Climate）ですけれども、これはどちらかいうと、もうち

ょっと粗く見つつ、さらに高頻度に全球、グローバルに観測するという衛星になっており

ます。 

 ＳＧＬＩというセンサーを載せているんですけれども、「グローバル・イメージャ」と

いうことで、光の波長を使って、波長ごとの差分を取ったり、あるいは、それぞれの波長

が、それぞれの感度特性のよい、例えば、水ですとか、水蒸気ですとか、海面水温ですと

か、色々な地球のパラメーターを捉えることができる衛星となっております。 

 ただ、こういったところも、やはり土地の植生ですとか、被覆を、ＰＡＬＳＡＲほどで

はないんですけれども、粗く捉えることはできますので、こういったデータも、森林分野

の課題にも使えると考えております。 

 実は、今、国際宇宙ステーションに載せようと考えているＭＯＬＩというレーザー・レ

ーダーがありまして、それが設置されるのが２０２０年、もう少し先になりますけれども、

これで樹冠高や森林のバイオマスを直接測定できるような検証を行おうと考えております。 

 特に傾斜地において、下の図のように、うまく波形を捉えることによって、樹高の高さ

を出せるのではないかということで、航空機を使った実験などをやりながら、今後、セン

サーの開発を行っていく予定でございます。 

 先ほど、無償化という話をしましたが、我々も無償公開の方向に動き始めております。

昔は、衛星のセンサーのデータは１発とると、それが３０万円とか、とても高額だったん

ですけれども、だんだん、もう世界はそういう方向ではなくなってきている。 

 むしろ二分化していって、ある衛星のセンサーのデータは商業的に価値があるけれども、

ある分解の以下のデータですと、もうこれは皆さんに無料で使ってもらいましょうといっ

た傾向に、国々がなってき始めていまして、我が日本のほうでは、リモートセンシング法

ができましたので、３メートルより粗いデータについては、ほぼ国のシャッター・コント

ロールといいますか、国が管理するようなデータではないというふうになってきつつあり、

従い、データは無償で提供してもいいという話になってくる。 

 それに合わせて、我々のほうも、いきなり全部を出すことは、リソース的に、逆に、デ

ータを出すということで、お金がかかってしまうので、計算機パワーは非常に大きくかか

ってしまうので、そこはちょっと戦略的に、徐々に出していこうかなということです。 
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 特に平田さんとも話しているんですけど、データがただでないと、絶対、森林のユーザ

には使ってもらえないよとよく言われて、プレッシャーがかかってしまうんですけれども、

そういったところに、徐々に少しでも出していければなと考えています。 

 これは、衛星データの無償公開のスケジュールです。先ほど言いましたとおり、ＡＶＮ

ＩＲ－２という高額の１０メートルのほうのデータは、実はもう既に処理を始めていまし

て、本来、ここでスケジュールを書いて、国内のほうについては、プラス・マイナス緯度

の６０度範囲の全球のデータは、もう既に出ている予定なんですけど、若干おくれていま

して、来年度の４月ぐらいから公開していくということです。こういったＡＶＮＩＲ－２

の高額のデータは、我々ＪＡＸＡのほうから提供していく。願わくば、来年度の終わりに

は、全球のほうを提供できていければなと思っております。 

 一方、ＰＡＬＳＡＲ、先ほど言ったレーダーのデータのほうも、来年度から処理を開始

して、皆さんに使いやすいようなデータのフォーマットで、提供していくことを検討して

おりまして、これは、我々の中のお金との相談になってしまうんですけれども、でき上が

りましたら、それを公開して、皆さんに使ってもらえるようにしていきたいと考えており

ます。 

 これは、先ほど言いましたＡＶＮＩＲ－２オルソ補正データセットです。衛星データと

いいましても、皆さんが使っていくには、敷居が結構高いと思ってもおりまして、少なく

とも、いわゆる市販のＧＩＳソフトウエアといって、ＡｒｃＧＩＳですとか、皆さんが手

軽といかないまでも、何とかデータを取り込んで使える状態にするまで、持っていくまで

のデータセットを、我々のほうで作って、提供させていただこうと考えております。 

 全球のプラス・マイナス緯度６０度以内の整備を来年度いっぱいで整備できれば、と考

えています。 

 これはＡＬＯＳ－１、先ほど言いました、もう既に運用が停止しているものを考えてお

ります。特に日本域のほうは、今、処理の様子を見ながら、できれば、日本域だけを早く

公開してあげるといったことも考えております。 

 このように、月ごとのデータセットをつくっていくことで、おそらく日本の伐採の中で

も、変化の抽出ができるようになると考えています。 

 最近、九州の宮崎県で違法伐採が多くなってきているという話を耳にしまして、それに

関係するかどうか判りませんが、過去のデータですが、２００９年と２０１０年にとった

データで見てみると、やはり、森林の変化の割合が出てくるということで、少なくともそ
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ういう変化の抽出ができていくということになります。 

 これは、ＡＶＮＩＲ－２でとって、赤のところが変化して、ここが切ったところです。

確かにわかる。それを人間の目で見ると、こういう形になってくる。こういう画像までい

くと、例えば森林ＧＩＳですとか、森林クラウドに載せていけるんではないかということ

で、我々のほうでも、自治体や森林総研と組んではみてはどうかということになっており

ます。 

 我々の職場のある茨城県は、森林に関して県政上も色々と活発に行われているというこ

とで、まずそちらのほうにデータを提供して使ってもらったりという形で考えております。 

 まとめになりますけれども、ＪＡＸＡでは、全球ベースのマップを整備ですとか、森林

伐採検出システムＪＪ－ＦＡＳＴ等で、森林分野での活用を進めております。 

 先ほど、一番最初に申しました三つの分野を中心としまして、戦略を打ち立てて、実行

していきたいと思っていまして、同時にデータの無償化も含めて、活用させていただきた

いと思っています。 

 こういったところで、この課題解決のために、衛星データを極力利用可能性を、皆さん

と議論させていただきながら、進めてまいりたいと思いますので、ぜひとも色々なご意見

を承れればと思っております。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。（ 拍  手 ） 

【仁多見委員長】  落合さん、ありがとうございました。ご質問がございましたらお願

いします。 

【上河アドバイザー】  非常にわかりやすい説明をどうもありがとうございました。 

 質問ですが、今、衛星から、地球レベルで見られるので、特に面積の変化などというこ

とは、非常に把握しやすいと思いますが、やはり、実際に林業の場で色々と使おうとする

と、蓄積といったものも把握したいという要望があります。 

 先ほどの話の中で、２０２０年から、ＭＯＬＩは樹高などといったものも測れるような

形となっていますが、一方で、レーザーを使った観測は、地上で、例えば人間が持ったり、

ドローンにつけたりして測るという手法も現在、開発されているのですが、そういった手

法と衛星からの情報では、精度の面で、どのぐらい違うのかということを、教えていただ

ければと思います。 

【JAXA落合】  そこは、ちょっと私も完全に詳しくはないものですから、皆さん誰かご

存じでしたらお願いします。 
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【RESTEC遠藤】  私はＭＯＬＩのサイエンスメンバーでして、今、そこの部分の開発を

手伝っているんですが、航空機のエアーボーン・レーザーと地上のプロファイルは、先々

月ぐらいに、データをとっておりまして、今それを解析中という段階です。 

 ただし、エアーボーン・レーザーのフットプリントプリントは、２０センチぐらいで、

平方メートル当たり、すごくいっぱい打っています。 

 一方、ＭＯＬＩのほうは、２５メートルのビッグフットプリントで打つので、我々の考

えでは、１本１本の木の樹高というよりは、フットプリント内の平均樹高という捉え方な

んで、平均樹高を使った場合と１本１本、細かく見たときのバイオマスが、どのくらいに

なるのか、また、バイオマスや樹高にしても、色々なパラメーターが、どのくらいの差が

出るのかということについて、今、検証中です。 

 なので、あと半年ぐらいの間には、その辺をしっかりクリアして、ご説明ができるので

はないかと思います。 

【上河アドバイザー】  そうすると、平均樹高で捉えた情報と、地上で捉えた情報を、

どういうふうに修正していけばいいかというところがかなりわかってくれば、衛星のデー

タでも、相当活用できる可能性が出てくるということですか。 

【RESTEC遠藤】  そうですね。ただしですけれど、植生ライダーの運用機械、１年もし

くは２年で、落合さんがおっしゃられたように、ＩＳＳ、宇宙ステーションからビームを

打っていくので、実は同じところに、同じビームが落ちる可能性はほとんどないです。 

 なので、今、ビームでバイオマスをはかり、光学データとＡＩをかませて、面的に広げ

るという形にしているので、多分、ＭＯＬＩから出てくるものは、ある１年のスナップシ

ョットとしての樹高であったり、バイオマスということなので、多分、育種として、毎年、

毎年、変化を見たいよというところは、まだ今回のＭＯＬＩでは、そこを達成できなくて、

それで、要素技術をつくって、次に軌道衛星なのか、幾つかのＳＬＡＴＳとか、色々なプ

ラットフォームがあると思うので、そこに対して、どう適用しましょうかと、開発要素が

強い部分です。 

【JAXA落合】  特にＩＳＳになってくると、軌道がぶれてしまうことが多いので、その

補正は、あまりＭＯＬＩ用にやるわけでもないので、ほかにもいっぱい積んでありますの

で、やはり、そういった面でも、精度をどの程度でできるかということは、技術実証にも

よるとしてしまうところがあります。 

 一方、ＮＡＳＡとか、別にライダー・ミッション、それもＩＳＳに載せることになるの
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ですけれども、それも使ってみることにもなるんですが、そういったところを複合利用し

ていけば、少しは何か技術実証のもうちょっと上の段階までいけるんではないかなと思っ

ております。 

【RESTEC遠藤】  例えば、平地にあるプランテーションで、林齢が同じような場所に関

しては、誤差になる要因が少ないので、そういうところには、適用可能なのではないかと。 

【上河アドバイザー】  わりとそうですね。 

【RESTEC遠藤】  はい。 

【上河アドバイザー】  製紙会社が行っている海外植林は、わりと平坦地で、しかも、

同一樹種のところが多いので、かなり応用できる可能性はあります。 

【RESTEC遠藤】  なので、そういうところで、多分、成果を出して、実際にビジネスに

使うときの衛星システム、衛星デザインがこういうものだということを、皆さんも含め、

議論して、それが上に上がれば、よりビジネスに近い衛星デザインになっていくんではな

いかと、我々は期待しています。 

【JAXA落合】  我々は、国が取り組むいわゆる気候変動対策ですとか、国内の森林管理

や行政に関する対応は思いつくんですけれども、ビジネスのほうのアイデアは、なかなか

出てこないものですから、そういったところが、新機軸に何とか取り入れることができな

いか模索している状況です。 

 まさに、今のＭＯＬＩの議論などは、どういったところがビジネスに使えるんだろうと

いうところのアイデアを少し議論させていただければありがたいと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

【事務局（大渕）】  単純な質問で２件あるんですけれども、一つは、先ほど、宮崎県

の違法伐採の話をされましたが、あれは盗伐ですか。 

【JAXA落合】  はい。盗伐です。 

【事務局（大渕）】  あれは民有林ですか。国有林ですか。 

【JAXA落合】  先ほどお見せしたところでということですか。 

【事務局（大渕）】  ええ。 

【JAXA落合】  すみません、特定しているわけではないんですが……。 

【事務局（大渕）】  多分、民有林ではないかと思います。民有林で、山主が地元に住

んでいない場合は、何をされてもわからない状態だと思います。 

【JAXA落合】  後で確認します。 
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【事務局（大渕）】  あともう一件。運用が止まった「だいち」です。これは、最終的

にどういう状態になるんでしょうか。ずっと地球の周りを回ったままですか。 

【JAXA落合】  基本的には回ったままになります。 

【事務局（大渕）】  復活することはありますか。 

【JAXA落合】  基本的にはないです。我々のほうでメンテナンスをして追跡管制をやっ

ているんですけど、その運用をとめてしまうと、もう衛星のほうは運用停止ということに

なってしまうので、それ以降の復旧は、ほぼあり得ません。 

【事務局（大渕）】  わかりました。 

【JAXA落合】  そのうち、おそらく、軌道を外れて、地球に落ちてくる。 

【事務局（大渕）】  自然にですね。 

【JAXA落合】  自然に落ちてくる可能性がある。 

【事務局（大渕）】  燃え尽きてしまう。 

【RESTEC遠藤】  でも、最後は、計画的に落とすんですよね。 

【JAXA落合】  計画的にリエントリーということもやるんですね。 

【事務局（大渕）】  落とすこともできる？ 

【JAXA落合】  落とすこともできます。それは、タイミングを見計らって、再起動突入

をやることもあります。 

【事務局（大渕）】  わかりました。ありがとうございます。 

【仁多見委員長】  データを処理して、現場にフィードバックというか、現場の状況を

確認して、違法伐採の業者の逮捕につながったという話がありましたけれど、どのぐらい

のタイムラグで、どこまで可能かということは。 

【JAXA落合】  先ほどのＪＪ－ＦＡＳＴですと、１.５カ月ごとのデータの更新になって

いまして、そのタイミングで変化を捉えて、実はインターフェースがｉＰａｄでもできま

すので、それを見ながら現地に行って、ここが変化したというものを見て、現場に行きま

す。実はブラジルで、もう、そういうことをやっております。 

 遠藤さん、あのデータは、何日前のものかわかりますか？ 

【RESTEC遠藤】  衛星受信して、内部処理して、多分２週間ぐらいで、情報にして、行

っているんだと思います。 

【JAXA落合】  そうですね。２週間ぐらいですよね。 

 それでも、（違法伐採の業者が）捕まったと、きのう聞いたので、すごいなと思います。 
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【RERSTEC森岡】  違法伐採の規模が大きいと、それを運び出すにも、結構時間がかかる

ので、それくらいのタイミングでも、結構検出できるとは聞いています。 

【上河アドバイザー】  先ほど無償化の話がありましたがＭＯＬＩみたいなものは、最

初の段階では、やはり有償でやって、しばらくしてくると、無償にするという感じですか？ 

【JAXA落合】  ＭＯＬＩは、先ほど言いましたように、技術実証衛星ですので、基本的

に、有償ではなくて、無償になります。 

 ただ、我々の中での検証が終わってから、データを公開という形になります。基本は無

償になります。 

【上河アドバイザー】  あと、平田先生が、無償にすると、使われないみたいなことを

言われたという話は、いわゆる林業関係の人ですね。どういうふうに言われたのでしょう

か。 

【JAXA落合】  無償でないと使ってもらえないよという言い方です。 

【上河アドバイザー】  無償でないと使われないということですね。わかりました。 

【荒井委員】  北越紀州製紙の荒井と申します。 

 私ら、調達関係で、森林認証ということがあるんですけれども、その中でリスク評価を

自主的に行うという仕事があります。例えば、その中でＦＡＯの森林のデータを用いてや

るんですけれども、国によっては、そのデータがもう２０年、３０年、全く同じデータと、

５年ごとに一律に減っているというような、あまり科学的根拠がないようなデータがもう

羅列している。 

 各政府が、そのデータを提出していると思うんですけれども、森林の増減について、こ

こまで、かなり解析が進んできまして、私らが見ると、森林の蓄積の増減、あとは、面積

の増減は、監査対象になってくるんですけれども、ほとんどそういったデータが出てくる

ところは、衛星を飛ばせる状況ではない国がほとんどなもので、先ほど、無償開示という

ことがありました。 

 日本から先にやるということで、ＦＡＯ、世界を代表する公表機関ですよね。そういう

ところに、各国への援助を含メートル情報提供は、今後もされていく予定とかはあるので

しょうか。 

【JAXA落合】  ＦＡＯとは、何度か、ＦＲＡ（Forest Resource Assessment）と、ああ

いうところへ衛星データを使えないかというところも、以前お話をさせていただいたこと

があるんですけれども、まだそこまで行っておりません。 
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 ＦＡＯも、当然、衛星のほうには、非常に興味を持っておりまして、おそらく先ほど言

いました、アメリカのＬａｎｄｓａｔは、何らかの形で使い始めているのではないかなと

私は思っています。 

 我々のデータも、なるべくそういったところに使ってもらえるようにしていくというと

ころで、無償化と同時に、今後インプットできていければなと思っております。 

【荒井委員】  せっかくのデータを生かしていただければ、ありがたいです。 

 あと、ハイ・コンサベーション・エリアが、また非常に大まかなんです。そういうこと

も、また、ここで解析が進んでくると、もっと範囲が的確になってくるでしょうし、ぜひ

生かしてもらえればなと思うんです。 

【JAXA落合】  はい、わかりました。多分、ＮＦＭＳ（国家森林モニタリングシステム

に、我々の衛星データが入っていくと、その国がＦＲＡに、もうちょっと精度よくこうい

ったことを報告ができるという形になっていくのかという気がします。 

【吉永委員】  日本製紙の吉永と申します。 

  地上データとの突き合わせが大切と考えていらっしゃる、というお話を伺いました。

今リモートセンシングで把握されているデータは、今よりもっと高精細になっていき、ま

た観測頻度も高くなっていくという中で、「どうやって地上データと突き合わせていくか」

というところに非常に興味を持ちました。林業会社では自分たちの森林資源量を把握する

ために、インベントリーを事業の一環として継続的に行なっているので、どこかの林業会

社と提携されるというお考えなんでしょうか。 

【JAXA落合】  今まさに森林総研と協力を開始させていただこうと思っていまして、先

ほど言いました、国内でいうと、茨城県とまずやらせていただいて、最近、林野庁が、自

治体と連携してクラウドというものを整備されつつあって、そういったところに衛星デー

タを入れて、現場データとマッチングできていくような方向になっていければということ

が一つ。 

 あと、先ほど言いましたＪＪ－ＦＡＳＴを、カンボジアで検証してみようかという話が

ありまして、カンボジアのコンセッションエリアですとか、コンサベーション・インター

ナショナルさんが入っている地域などを特定させていただいて、そこで実際に変化がきち

んと抽出できているとか、もう少し衛星の生データのさらに分解能を上げて、それが本当

にちゃんと森林を正しく抽出できているかというところを、まずはエリアをフォーカスし

て、確認してみようと考えております。 
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【吉永委員】  コンセッションということは、天然林で、かつ背の高い木を伐り出して

いくようなところのモニタリングのイメージになるんですね。 

【JAXA落合】  そうですね。 

【吉永委員】  紙パルプ産業の海外植林地は元々とても均一で、クローンを使っていた

りすると更に均一になってくるので、そういう事業側のデータとのキャリブレーションは

もっとしやすいかなと思うところもあったので。 

【RESTEC遠藤】  補足なんですが、ＪＪ－ＦＡＳＴのほうも、やはり木が伐採された、

いつ伐採されたのかということが、ビジネスとしてほしいということで、私、今、ＪＩＣ

Ａのインハウスコンサルタントをやっているので、ＪＩＣＡに対しては、日本の製紙業界

さんや建材会社さんで、プランテーション、信用を持っているところの方々と一緒になっ

て、システムをよくしていくために、何かそういう情報交換をしましょうというお話であ

ったり、植生ライダーのほうも、やはり、直接、高さを測るものなので、もし皆さんと一

緒に検証ができればというお話は、今、サイエンス委員会の中ではしていて、ただし、ま

だ走り始めていないということが、今の現状です。 

【上河アドバイザー】  結構、製紙会社の場合は、まとまった地域を持っているのです

ね。 

【RESTEC遠藤】  そうですよね。 

【上河アドバイザー】  ですから、そういう意味では、非常に使いやすいと思うので、

ぜひまたそういう協力ができればいいと思います。 

【仁多見委員長】  よろしいでしょうか。 

 それでは、引き続きまして、講演２番目、「リモートセンシング等を用いた森林計測の

事例」について、話をお願いいたします。 

 鈴木さん、よろしくお願いいたします。自己紹介を含めてお願いします。 

【日林協/鈴木】  ご紹介いただきました日本森林技術協会、鈴木と申します。今日はお

招きいただきまして、ありがとうございました。 

 先ほど、ＲＥＳＴＥＣさんのほうは、どちらかというと、データを提供するプロバイダ

ーのほうなんですけれども、我々日林協のほうは、それを現場で、そのまま、もろに使う

というポジションが多く、特にＪＩＣＡの事業で、各国カウンターパート機関と森林の地

図をつくる、もしくは、コンサベーションエリアを見るとか、植林地を見るとか、現場に

かなり即したようなアプリケーションを、我々は担当しております。 



- 84 - 
 

 現在、東南アジアとアフリカ方面で、約十数カ国のプロジェクトを走らせていまして、

それぞれの国の能力開発などというものを、ＪＩＣＡを通じてやっております。 

 そういうバックグラウンドがございますので、今日は、あまりサイエンティフィックな

話というよりも、衛星がどういうふうに見えているのか、それを植林経営に役立てたいと

いうふうにお話を伺いましたので、何が見えて、何が見えないのかということについて、

皆さんの何か参考になるようなものがあればいいかなと思って、事例集をつくりました。

では、一個ずつ見ていきたいと思います。 

 今、ＪＡＸＡさんからお話をいただいたように、かなり多種多様な衛星が打ち上げられ

ており、小型の衛星など色々なものがありますので、従前はＬａｎｄｓａｔなど、かなり

絞られていたんですけれども、選択肢が広がっているなという印象です。 

 これも、先ほどお話がありましたように、ＪＪ－ＦＡＳＴのように、解析の結果を提供

するというようなレディーメードのサービスも出てきておりますので、ユーザー側として

は、選択肢がかなり広がったなという気がします。 

 もう一つ、気候変動問題の中で、特にREDDプラスと言われる途上国における森林減少や

森林劣化抑制・森林回復・促進等の問題解決のために、リモートセンシング技術を使うこ

とが非常によいという話が、国際的な認識として、決議として出てきています。 

 我々、リモートセンシングをやっている人間にとっては、国際的に認められたというこ

とは、かなりすごいことであって、リモートセンシングは研究分野みたいな話だったんで

すけれども、国際的にも、やはりリモートセンシングは非常に有効だよねということが言

われて、やっと途上国で、利用の促進がだんだん加速してきました。 

 先ほど、荒井委員のご指摘にあったように、ＦＲＡ（Forest Resource Assessment）が

出している各国のデータを見ると、全くデータは変わってなくて、この問題を契機に、だ

んだん各国で、国家森林モニタリングシステム（ＮＦＭＳ）をもうちょっとよくしていこ

うという動きが、だんだん芽生えてきています。ＪＩＣＡは、それに対して、直接支援を

しているというようなポジションです。 

 ただ、まだ問題があって、現在の課題としては、森林の劣化と増加を把握するというこ

とについては、やはりリモートセンシングは難しいんです。減少したところ、伐採したと

ころは、よくわかるんですけれども、だんだん伸びてくるとか、少しずつ減るというもの

は、なかなかリモートセンシングとしては、まだまだ改善の余地があるというような全体

構造になっております。 
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 これは、全部ではないんですけれども、今日お見せするものの一覧をつくってきました。

大きくは、光学系のセンサー、ＳＡＲセンサー、レーザー測量、ちょっと毛色が違うんで

すけれども、地上モニタリングということで、今日は、タブレットＰＣを使った、アンド

ロイドベースで動くような森林調査技術も紹介したいと思います。 

 光学センサーを見ていただきますと、過去からずっと歴史のあるＬａｎｄｓａｔという、

今、８号になっていますが、カラーと白黒で解像度の能力が違います。カラーが３０メー

トル、白黒が１０メートル。 

 Ｓｅｎｔｉｎｅｌ－２Ａ、２Ｂが、１０メートルと２０メートル。 

 商用の衛星ですけれども、フランスのエアバス社が上げているＳＰＯＴ－６号、７号が、

１.５メートル、８メートル。 

 これもエアバス社が持っているＰｌｅｉａｄｅｓ－１Ａ、１Ｂが０.５メートル、２.８

メートル。ここら辺になってくると、かなりサブメートルクラスになりますので、かなり

高精細なデータになってきます。 

 皆さん、多分、かなりごらんになっていると思うんですけれども、ドローンというもの

がありまして、１センチ、２センチ、数センチみたいな世界もあります。 

 ＰＡＬＳＡＲなんですけれども、幾つかものがあって、３メートル、６メートル、１０

メートルと。公開されるものは、１０メートルと聞いておりますけれども、そういうデー

タもございます。 

 レーザー測量は、航空機搭載型のＬｉＤＡＲ、地上設置型のＬｉＤＡＲと。大体このよ

うなものが、森林を測るといった意味で、こういう一連のシリーズのものがあろうかと思

いますので、今日はそれをちょっとお見せしたいと思います。 

 最初に、Ｌａｎｄｓａｔ－８ですけれども、非常に広域の観測ができます。１シーンが

１８０キロメートル×１８０キロメートルということと、過去のデータが非常に豊富です。

１９７０年とか、１９８０年ぐらいのものもありますので、国レベルもしくは準国レベル

で使用されます。準国というのは、定義はないんですけれども、例えば、州であるとか、

日本でいえば、県であるとか、関東とか、それぐらいのレベルでの土地利用・土地被覆の

モニタリングに広く利用されているということがあります。 

 ただ、冒頭申し上げましたように、地上部の材積や細かい森林タイプの把握には、やは

り限界があるということで、劣化や増加のモニタリングには、まだまだ不十分な点があろ

うかと思います。 
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 私が担当した国は、コンゴ民主共和国という、行かれたことがない人がほとんどだと思

うんですけれども、これはアフリカのど真ん中にありまして、これが、日本の大体７、８

倍ぐらいの面積があります。 

 ＪＩＣＡが支援したのは、旧バンドゥンドゥン州という一つがあるんですけれども、３

０万平方キロぐらいありますので、これでさえ、日本と同じぐらいの面積がありますので、

いかに広大なところかがよくおわかりになると思います。これが、アマゾンと対比される

地球のもう一つの片肺と呼ばれている部分です。 

 ＪＩＣＡは、ここで何をやったかと言いますと、これが先ほどの青い部分の拡大図にな

りますけれども、バンドゥンドゥン州ということになりますが、Ｌａｎｄｓａｔの２０シ

ーンで、カバーできています。 

 この外側の一つの四角が、Ｌａｎｄｓａｔの１シーンで、これが１８０キロメートル×

１８０キロメートルというようなものになって、この全体が３０万平方キロ、日本が３７.

８万平方キロですから、日本の８割以上が入ってしまうような面積になります。 

 Ｌａｎｄｓａｔは、過去のデータが豊富という利点があります。２０１０年から５年間

隔で、過去にさかのぼって、４時点のデータをつくって、森林がどういうふうに変化した

かというものを作成したということが、ＪＩＣＡの一つの成果になります。 

 見ていただきますと、解析地図の上部の青い色が熱帯湿潤林と言われており、地上部材

積が６００から７００立米/ヘクタールで、いわゆる皆さんが想像するような密林のような

状態になっています。もうほとんど人が入れない。唯一入っているのは、京大のゴリラ研

究グループぐらいで、あとは誰も行ったことがないようなところです。 

 下部のほうは半乾燥林が広がっていまして、植生的にも、かなりバラエティーがありま

す。熱帯の湿潤林とやや劣化した森林の２つぐらいは区別できるんですけれども、もうち

ょっと細かい材積マップみたいなものは、光学そのもので出すということは、非常に難し

いです。 

 もうちょっと拡大しますと、２０００年と２０１０年が、どういうふうに見えていくか

というものがあります。左（２０００年）のオレンジ色の濃いものが原生林だったんです

けれども、右（２０１０年）では、もう大分伐られてしまって、薄黄色くなっていますの

で、これで森林がもう伐られたんだなということがわかります。 

 ちなみに、この水色のところはサバンナというところになりまして、例えばケニアみた

いな、あまり木がなくて、象がぽこぽこぽこいるみたいな、そういうふうな疎林と草原が、
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この水色の部分に広がっているというところになります。 

 ですから、こういうパッチ状の森林が減ったようなものについては、かなり特定ができ

るということになります。自動で解析すると、ここが減りましたよということがわかりま

す。これが、Ｌａｎｄｓａｔの能力的なところです。 

 もうちょっと細かいところを見ますと、Ｓｅｎｔｉｎｅｌ－２Ａ、２Ｂがありまして、

もうちょっと細かい情報が提供可能です。地上分解能が向上します。地上部材積が推定で

きるような情報までは持ち合わせていませんが、土地利用や土地被覆変化などが、もうち

ょっとできるかなというようなレベルになります。 

 これを具体的に見てもらえばいいかと思うんですけれども、私が担当したベトナムの森

林が変化をしたもので、これは、皆さんの目で見ても、左側の期首と右側の期末を見てい

ただきますと、かなり白っぽいのが出てくるのがわかると思うんですけれども、これを自

動で計算させるというようなことをやっています。 

 今はクラウドといって、ウエブサイトのクラウド上で計算させるというシステム、そう

いうサービスもありますので、なかなか自分のパソコンそのものではなくて、クラウド上

で計算させるというようなことも取り組んでおります。 

 もうちょっと見ていきますと、これが期首画像です。これが期末画像です。期首と期末

を比較しますと、色が薄くなったところがたくさんあることがおわかりいただけます。 

 これを実際に解析にかけますと、こういうふうにバウンダリー（境界線）が出てきます

ので、こういうところが伐られたなということがわかります。 

 ちなみに、この濃い色が湖と河川です。 

 Ｌａｎｄｓａｔと比べて、解像度は上がったんですけれども、それほど飛躍的に何かい

いものが見えるというようなレベルには、まだ至っていないということが、Ｓｅｎｔｉｎ

ｅｌです。 

 ちなみに、Ｓｅｎｔｉｎｅｌというのは、ヨーロッパ、欧州が上げている衛星で、これ

も無償で公開されているデータになります。 

 多分、皆さんの関心のあるＬａｎｄｓａｔによる植生、もしくはＳｅｎｔｉｎｅｌによ

る植林地がどこに見えるかということについて、少しサンプルを持ってきました。実は、

ＪＩＣＡが無償植林をベトナムでかなりやっていまして、ベトナムはだんだん経済発展が

進んできて、海岸地では、植林が相当増えています。アカシアマンギウムが多いですかね。

パルプ用チップ材の生産が多いので、ＪＩＣＡは、それに対して、無償の援助で植林をや



- 88 - 
 

ってきています。 

 本当はもうちょっと植林を増やしたいという先方政府の意向もあるんですけれども、な

かなか借款が進まないので、今のところ、ＪＩＣＡの２という段階までなんですけれども、

そういうものがベトナムではやられております。 

 それが、Ｌａｎｄｓａｔで、どう見えるかなんですけれども、この黄色の部分が、それ

ぞれの植林のパッチになります。これは、所有者のパッチと同じ情報になりますので、場

合によっては、大きかったり、場合によっては、小さかったりします。これだけ見ると、

何か植生があるねというだけで、何かいいものが見えるという感じにはならないんです。 

 これをＳｅｎｔｉｎｅｌ－２にしてみますと、もうちょっと中身が少しわかってきて、

若干薄いところはまだ若い植林地で、濃いところはかなり成長してきて、マチュアなとこ

ろだということが理解できます。 

 これくらいのものは、Ｓｅｎｔｉｎｅｌで、ある程度はモニタリングするということが

可能です。 

 Ｐｌｅｉａｄｅｓという高分解能の衛星の利用についてです。ここになりますと、解像

度が１メートル以下になります。単木レベルのもがかなり見えてきますが、データの調達

コストがかかってきます。Ｌａｎｄｓａｔ－８とＳｅｎｔｉｎｅｌは無償ですけれども、

Ｐｌｅｉａｄｅｓは有償になります。１平方キロメートル当たり２,０００円から３,００

０円ぐらいだったと記憶しています。 

 では、どれくらい見えるかというと、これはラオスのケースですけれども、ラオスはチ

ーク植林が結構多いです。チーク植林がどれくらい見えるかというところを、お見せした

いと思います。 

 ラオス北部の古都ルアンパバーンは、ユネスコの世界遺産になっていますが、その近郊

のところを拡大したものになります。これを見ていただきますと、Ｐｌｅｉａｄｅｓだと、

解像度が０．５メートルになっています。 

 この薄ピンクの見えているものが、チークの植林です。緑色の点群はゴムの植林です。 

 薄ピンクのチークの植林を見てみますと、当然、樹幹の大きさがかなり違うパターンが

見られるので、それなりに成長の大きさの違いが確認できます。ところどころ、ギャップ

があいているところが見えますので、成長が不成績な部分も、それなりに見えてきます。 

解像度０．５メートルで、単木レベルの樹冠が見えるということは、それぐらいの情報

は提供できるだろうということが言えるかと思います。 
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 先ほどのと同じく、紫色のものがチークで、点の集団がゴムになります。外側の黄緑色

のところは竹です。竹がかなり入っているような森林になります。 

 これも見ていただくと、同じように成長の度合いとか、ほかの樹種との区別がはっきり

出てきますので、ある程度、成長のモニタリングをするにはいいだろうなと思います。た

だ、やはり調達コストがかかるので、それだけのコストをかけて、上から見る、それだけ

のメリットというか、ベネフィットがあるのかどうかということは、一つ議論になるだろ

うと思います。 

 これは、もうちょっと若いチークです。まだ樹冠が発達していませんので、まだまだ小

さいもので、右側はかなり大きい部分があります。 

 こういった形で、Ｐｌｅｉａｄｅｓまでいくと、かなり物が見えてくるかなというとこ

ろが見てとれるのかなと思います。 

 ドローンによる人工林の撮影です。ドローンは、極めて高精細な情報が得られるという

ことで、多分、地上部バイオマスを高精度に把握できると思います。 

 ドローンは、いわゆる光学カメラ、普通のデジタルカメラを積むだけではなくて、ドロ

ーンに積んだライダーで、レーザー測量もできますので、こういうもので、かなり詳細に

バイオマスを把握することができます。 

 ただ、現行、飛行時間が非常に短いので、撮影範囲が限定的で、もっと商用のでかいも

のを飛ばせば、撮れるんですけれども、そうすると、１機当たりの費用が高くついてしま

います。今、我々が使っているものが、一番ポピュラーな１０万円、２０万円ぐらいのド

ローンで途上国にも提供して、撮影をやらせています。 

 ただ、撮れる範囲が、大体２０分ぐらいで、電池が切れてしまうので、数ヘクタールを

撮れるかどうかという限界があるというところがネックです。 

 これは、ＪＡＸＡさんと一緒に撮ったデータなんですけれども、これは、三重県の人工

林のデータです。飛行面積が０.９５ヘクタールですから、１ヘクタールぐらいで、梢端の

解像度が１.７センチ、高さによって、解像度が変わってきますので、一番いいところで、

１.７センチぐらいができているというようなものになります。１本、１本が、当然、高さ

のデータを持っています。これが表層モデルになります。 

 撮ったデータは、光学機器ですから、レーザーと違いまして、地上部の樹高を測ること

はできませんが、オルソをするときに、表層データのモデルをつくりますので、それによ

って、林間のＤＥＭみたいなものが出てきます。白いところがトップで、薄いところで、
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黒いところがギャップのような感じになってきますので、これでも、それなりに、バイオ

マス量など、そういうものが、ある程度は見られるというような研究報告もございます。

ドローンは、皆さんごらんになられたことがあるだろうと思いますので、これくらいにし

ます。 

 ＰＡＬＳＡＲ－２です。今までのものは光学衛星だったんですけれども、ＳＡＲデータ

をどういうふうに使えるかということの幾つか例を示したいと思います。 

 ＪＡＸＡの落合さんから話があったように、雲を透過視できるということは、非常にメ

リットがあって、ＪＩＣＡは熱帯林をかなり支援していますので、毎年、雲が多くて、光

学センサーは撮れないので、そういう場合に、非常に有効だということがあります。 

 ただ、光学センサーとは異なって、森林のタイプなど、そういうものが分類できないと

いうデメリットと、直接バイオマスが計測できるというふうに、一部可能性があるんです

けれども、かなりの前提条件がそろわないと、できないという状態です。 

 では、一体、何が見えるかというと、これがＰＡＬＳＡＲのデータになります。一べつ

してわかるように、森林のタイプは全くわからないので、これで森林のタイプを分類しよ

うということは不可能に近いです。 

 これは、先ほどのコンゴ民主共和国の北西に隣接しているガボン共和国のデータですけ

れども、ここに写っている黒いものが、林道になります。ここは伐開地なので、無立木地

がかなり広がっており、土場も入っていると思いますが、このような開設林道が、ある程

度はＰＡＬＳＡＲのデータで把握できるというものになります。 

 つまりは、伐採そのものをダイレクトに把握するということは、特にガボンの場合は、

伐採の規模が非常に小さく、単木の抜き切り、択伐になりますので、それを直接観測して、

ここで違法伐採が起きているということを捉えるということは難しくて、間接的に林道が

伸びていくというものを観測することによって、この先で伐採が起きているんだなという

ことの情報提供をするというような使い方を、ＰＡＬＳＡＲはやりました。 

 これだけを見ても、明瞭に道路もかなり見えにくいので、もうちょっと解像度が上がっ

てくる、もしくは頻度が上がってくれば、ＳＡＲデータの使いやすさも出てくるだろうな

と思います。 

 次は、レーザー測量です。先ほど航空機搭載型という話もしましたけれども、航空機に

搭載できるもの、国際宇宙ステーションにこれから搭載しようとしているものもございま

すが、レーザー測量は、かなり高精度にデータが出てくるので、バイオマス量や森林の成
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長度合いが、かなり省力化して測れるだろうという可能性は、特に言われております。 

 例えば、航空機搭載のレーザー測量もありますが、飛行機を飛ばすのに、非常に金がか

かる。ドローンも、飛行時間の問題から、観測範囲の限界があるということで、一長一短

それぞれあるということが言えます。 

 これも先ほどのドローンを飛ばした場所と全く同じ場所で、地上のレーザー測量をやり

ました。この中で、皆さん導入されている方もいらっしゃるかもしれないですけれども、

我々、この小さいＯＷＬというシステムを使って、地上レーザーの測量をやりました。 

 これは、人間が立っているんですけれども、この赤い範囲が大体０.５ヘクタールぐらい

あると思うんですけれども、ここの測量を、地上レーザー測量によってやったという結果

があります。１回の測量が大体１分から２分ぐらいで測量ができて、この０.５ヘクタール

について、５０点ぐらいの計測点をとりました。通常よりも、かなり密にとっています。

というのは、立木密度が高いので、かなり隠れている木があるので、それが捉えられない

ために、計測点をたくさんとって、その漏れがないようにするというような方法をとって

おります。 

 先ほどの写真で、０.５ヘクタールといったものが、大体、このオレンジ色の範囲内にな

ります。現場でデータを撮ってきて、パソコンにそのまま流すと、各機械点のデータを自

動でマッチングさせて、データを生成しますので、あまり手がかからずにやれる。 

 赤丸がそれぞれの単木の位置図になりますので、これで立木位置図ができるということ

になります。この丸の大きさが、直径にそのまま比例しております。 

 この外側の黒い点は、今回の測定した範囲の外側になります。外と中は、ここにＬ管の

くいを打って、そこに反射板をつけて、ここが調査範囲ですよと、ここからは調査範囲の

外ですよということを、後で認識させるために、Ｌ管を打っています。 

 レーザーは、関係なく、外まで届きますが、その距離は大体３０メートルぐらいなので、

これは、かなり省電力型なので、安いレーザーなので、３０メートルぐらいまでしか届か

ないですけれども、外側のデータも同然、撮ってくるような形になります。これをこのソ

フトに自動に放り込むと、胸高直径、樹高、材積等が、そのまま出てきます。 

 樹種は、レーザーではわかりませんので、自分で入れることになります。 

 レーザーは、どうやって材積をとるかというと、レーザーは、縦まで全部データをとっ

てしまいますので、それから、一定のモデルをかまして、杉だったら、これぐらいの材積

になりますということを、最後にモデルで当てはめて、計測をさせるという形で、材積に
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いっています。 

 物がどうなっているかということを、もうちょっと見ていただきますと、ここに機械点

が五十数個、並んでいます。これを少し見ていただくと、レーザーでとると、それぞれの

点が、ＸＹＺの点群で出てきますので、これをもう一回、ＸＹの座標とＺの高さのデータ

を持ってきますので、それを全体プロットすると、こういうふうな点の固まりになります。

点の固まりなので、これが一つの木ですよというふうに捉えないと、１本の材籍に計算で

きませんので、そこは、モデルを使って、１本の材積にしてあげます。 

 レーザーの若干弱いところは、この上を見ると、樹高のトップまでは、レーザーは当た

らないです。葉っぱがかなり重なってしまっているので、トップまで当たりませんので、

当たる部分は、この８割か７割、よくて、これぐらいで、それから上は、三角錐的な感じ

でモデルで当てはめをします。 

 モデルをつくるためには、かなりデータをとって、パラメーターを調整して、事前にモ

デルをつくっておくんですけれども、それでやっております。 

 これを見ていただくと、おわかりにように、かなり高精細にデータがとれていますので、

これでモニタリングをしていけば、当然、どれくらいの材積になっているか、例えば、ど

の立木が枯損して落ちたかというようなデータについては、これで、しっかりと把握する

ことができているということになります。 

 調査も、かなり速くできることと、後処理があまり手間がかからないので、これは、ツ

ールとしては、非常にいいなと思っています。多分、特に植林の管理などは、それぞれの

材質のものが、ちゃんとどれくらいのバイオマス量として、どれくらいの被害なく、とれ

ているかということは、非常に大事だと思いますので、これは、かなり使いやすいんでは

ないかと思って、今日は紹介させていただきました。 

 ただ、海外では、今のところ、適用した事例がなくて、というのは、レーザーはとれる

んですけれども、先ほど申し上げましたように、１本の木として、認識させるためのモデ

ルをつくるという作業が必要となって、それをまだやったことがないということと、海外、

天然林が多くて、天然林の場合は、真っすぐしておりませんので、どうやってこれを真っ

すぐの１本の木として認識させるかということが、非常に難しいので、まだそこまでは至

ってないということです。データとしては、かなり精緻なデータがとれているということ

になっております。 

【吉永委員】  今のものは、ＯＷＬ本体とソフトウエアを合わせて、３８０万円ぐらい
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と伺いましたが、今もそのぐらいの価格なんですか。 

【日林協/鈴木】  そうですね、レーザーの中では、かなり安いほうですね。多分、一番

安いのではないですか。一番、金がかかるのは、レーザーの出力なので、１００メートル

まで飛ぶものだと、海外の幾つかのメーカーにもあったんですけれども、それだと、値段

が１,０００万円の大台になってしまうので、我々も一番安くしようと思って、このレベル

です。 

 今お見せしたものが、この林内の中のデータになって、この機械でとったという形にな

ります。これがレーザーソフトになります。 

 ちょっと毛色が変わりまして、ベトナムのケースなんですけれども、タブレットＰＣを

使ったモニタリングをやっております。リモートセンシングだけではなくて、やはり、地

上の調査、インベントリー、インベンターの組合せが重要だということは、委員の先生方

が、今ご指摘されたとおりだと思うので、それをいかに効率的にやるかということが、一

つの課題だと思います。 

 これを発想した、一つのブレークスルーは、タブレットＰＣ、アンドロイドで動くもの

は、皆さんの今のスマホでも、みんなアンドロイドで動いているので、途上国の人も、今、

みんな、そういうものを持っているんですよね。 

 ですから、機械に対する投資がほとんど要らないということと、アンドロイドの操作画

面は、かなり直感的にできるので、難しい操作が要らないので、途上国の人でも簡単に使

えるというところで、かなり利用が進んでいます。そういう意味で、個別のタブレット、

もしくは、携帯でもいいんですけれども、アンドロイドで動くものを、我々として、自分

たちで開発して、それを途上国に提供しました。 

 ただ、何百、何千というデータが出てきますので、それをどうやって、最後に集計する

か、統合するかということが問題となります。やり方の一つとしては、インターネット上

から、データサーバーに直接送ってしまうという方法と、ＳＤみたいなカードに入れて、

エクセルに入れてしまうという方法と、２つあるんですけれども、どちらも良し悪しがあ

りますので、それぞれ考えていくものだと思います。ここは、ちょっと知恵が必要です。 

 ベトナムで入れたものなんですけれども、こういう８インチのタブレットになります。

値段が大体１万円ぐらいのもので、デジカメとデジタルコンパスと、いわゆる現場で使う

モバイルＧＩＳみたいなものと、そういうものが全て入っています。調査野帳も、定型の

ものが全部入っていますので、これで、データを各森林管理官に全部とらせるというよう
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な形で、ＪＩＣＡの事業で、今２,０００台ぐらい配布して、データをとらせています。 

 ベトナムの場合は、データストレージ、サーバーのほうに入れるようなシステムにしま

したけれども、それを、最後、パソコンで確認して、グーグルアースエンジンなどと一緒

に組み合わせながら、画面を見ていくという形になります。 

 これは、ベトナムの森林の方法なんですけれども、いわゆる住民の末端のレベルから、

森林管理局の管理署の人がとって、それから、郡に行って、州に行って、国に行くという

データの流れになりますので、この末端の人が、こういうものを使って、データを収集す

るというようなシステムにしております。 

 実際の操作画面なんですけれども、タブレットの中に、こういうアプリケーションがあ

って、立ち上げると、自分の住んでいる位置から、大体どの州かということが自動的に判

別されて、こういうもので、データを測量していきます。今、星印がついているんですけ

れども、タブレットについているＧＰＳのデータから、周囲測量をやっていきます。 

 ただ、タブレットのＧＰＳの性能はそれほどよくないので、非常にぶれていくので、こ

れをグーグルアースとか、色々なものと重ね合わせて、最後は、このデータを、また手で

ちょっと修正はするんですけれども、こういうデータがとれていく形になります。これが

ちょうど周囲測量してきたもののデータになります。 

 最後のまとめです。光学センサーは、解像度１メートル以下の衛星が入手可能な状況に

なっています。先ほどのＰｌｅｉａｄｅｓのラオスのチーク植林みたいなものが見える状

態になってきます。 

 Ｐｌｅｉａｄｅｓだけではなくて、ほかにも、解像度１メートル以下のものはたくさん

ありますので、コストは別にして、入手は可能です。 

 Ｌａｎｄｓａｔ、Ｓｅｎｔｉｎｅｌが無償で公開されていますので、こういうものも、

補足的には使えるかなと思います。 

 加えて、レーザーやＳＡＲの利用が加速している状況にあります。 

 ドローンです。ドローンは、値段がかなり安いので、やはり値段が下がると、利用が加

速するということになりますので、途上国でも大分使い始めています。それに基づいて、

森林の詳細な計測が進んでいます。 

 最後に、やはりさまざまな選択肢があるんですけど、それぞれに得失、メリット、デメ

リットがありますので、そこをうまく取り合わせながら、適切な技術を用いることは、非

常に重要だろうなと思います。 



- 95 - 
 

 以上です。ありがとうございました。（ 拍  手 ） 

【仁多見委員長】  鈴木さん、ありがとうございました。 

【上河アドバイザー】  先ほどＰｌｅｉａｄｅｓのところで、ラオスのチークのことが

ありました。紫のものはチークだということを、ご説明されました。光学なので、光の波

長で、樹種か何かがわかるわけですか。 

【日林協/鈴木】  そうですね。当然、チークは落葉するので、落葉林で、ほかのものは

常緑林なので、落葉と常緑が、このシーズンだと、ちょうどきれいに見えるものだったん

です。ほかの赤外線みたいもののデータとうまく合わせるので、樹種がわかる。 

 ただ、これが、時期によっては、常緑林と同じように見えてしまうので、時期にとり方

によっては、これが全く同じになってしまう。色が同じになってしまいますので、撮影の

タイミングに依存します。 

【上河アドバイザー】  そういうことなのですね。 

【日林協/鈴木】  はい。 

【上河アドバイザー】  レーザーの場合は、樹種はなかなか難しいわけですね。 

【日林協/鈴木】  わからないですね。直接、バイオマスという感じになります。 

【上河アドバイザー】  そうですね。 

【日林協/鈴木】  はい。 

【上河アドバイザー】  やはり、組み合わせをうまくやることによってということです

ね。 

【日林協/鈴木】  はい。 

【吉永委員】  ２２ページ目、三重県でのドローン撮影についての質問ですが、これは

上空何メートルぐらいから撮ったものなんでしょうか。というのは、１００メートルを超

えると視認がしづらくなったり、逆に低過ぎるとバッテリー１本当たりのカバーエリアが

減ったりすると聞いたことがあるので。最適な高さを手探りされていますか？ 

【日林協/鈴木】  そうですね。このときは、そんなに高くは飛ばなかったと思います。

面積はそんなに大きくないので、飛行時間が４分でした。飛行時間の制約が２０分のうち

の４分なので、低く飛んでも問題ありません。 

 撮影面積を増やそうすると、当然、上に高く飛んでいかなければいけないということに

なりますので、これは、そんなに高度は高くなかったです。７０メートルもいかなかった

かもしれないです。有視界飛行なので、５０メートルぐらいだと思います。 
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【吉永委員】  ありがとうございます。 

【事務局（大渕）】  これは、材積を測ることはできますか？ 

【日林協/鈴木】  材積は、直接はできないです。ただ、先ほどのこれは、地面まで当た

っていませんので、上のぼこぼこした形だけなんですけれども、その形だけで、いわゆる

樹冠の大きさと材積の大きさは、人工林であれば、ある程度、一定の相関があるので、上

のもこもこの表層の樹幹だけを取り出して、このボリュームと地上の材積を推定するとい

う研究はあります。ですから、これからバイオマスを推定するという方法があります。 

 ただ、精度がどうかと言われると、色々まだ余地はあると思います。 

 レーザーだったら、立木の１本、１本の高さが出てきますので、はっきり判りますが、

これは光学だけなので、そこまでは難しいです。 

【RESTEC遠藤】  これで、対空標識に入って、スケールは、現実スケールになっている

んですか。 

【日林協/鈴木】  入っています。実は、小さく対空標識が右端にありますが、それをと

って、地理的座標を合わせてあります。 

【RESTEC遠藤】  対空標識は何点ありますか？ 

【日林協/鈴木】  ５点です。ちょうど全体をカバーするように、下に対空標識を。対空

標識は、これぐらいの丸い単なる円盤があって、バツ印が書いてあるものを、最初に置き

ます。ドローンだけのＧＰＳのデータだと、どうしてもずれが出るので、あとで合わせる

ための調整をしています。 

 そこの対空標識は、地上型のＧＰＳで測量をして、後で機械的に合わせるという方法で

す。 

【佐々木委員】  地上型レーザーについてですが、灌木や雑草などの影響をどのように

考えるんですか。 

【日林協/鈴木】  影響が結構あります。（灌木や雑草が多いと）根元、地際まで、レー

ザーが当たらないんです。 

 それも解決するように、実際のレーザーは、胸高の幾つかの二、三メートルがわかって

いれば、下はそこから推定して、地面を出して、１本の木にするようなモデルを組んでい

ますので、最後までデータが見えなくても、一定の程度で、１本当たりの材積量は出るこ

とにはなっています。 

 ただ、できれば、下草がないほうが、精度は高くなりますので、本当は刈り払いをして
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から、測定したほうがいいんですけれども。 

【事務局（大渕）】  あるいは、冬にやるとか。 

【日林協/鈴木】  そうですね。 

【仁多見委員長】  よろしいですか。 

 ありがとうございました。 

【仁多見委員長】  続きまして、三番目の講演、「森林分野における地球観測衛星デー

タの利用について」、リモート・センシング技術センター（RESTEC）の森岡さんにお願い

いたします。自己紹介もお願いします。 

【RERSTEC森岡】  只今、ご紹介にあずかりましたリモート・センシング技術センター、

ソリューション事業部の森岡と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 私のほうからは、こちらのタイトルにありますとおり、森林分野における地球観測衛星

データの利用について、全般的なお話をさせていただきたいと思います。 

 私のほうから、本日、こちらに記載している内容をお話しさせていただこうと思います

が、衛星データ利用のご紹介という部分では、４つほどご紹介をしようと思います。 

 一つが、森林伐採の監視。実は、これは、先ほどのＪＡＸＡの落合さんと、ほとんど内

容が同じになっているので、この辺は割愛をさせながら、お話をしていきます。 

 あとは、森林面積増減の把握です。こちらもＪＡＸＡの落合さんとほぼ内容が同じにな

っておりますが、そのほか２つ、森林火災の発見と植林地の選定というところでのご紹介

をさせていただきます。 

 最後に、衛星データを利用するに当たって、どのようなことを考慮しておくといいのか

とか、衛星の今後の打ち上げ計画も踏まえて、ご紹介できればなと思っております。 

 まず初めになんですけれども、もしかしたら、もう皆様ご存じかもしれないんですが、

私どもの当財団の名前になっているリモートセンシングは何？ というところから、簡単

にお話しさせていただきたいなと思っています。 

 リモートセンシングは、簡単に一言で言うと、物を触らずに、何か調べるという技術の

ことです。 

 リモートセンシングには、こちらにありますように、さまざまな種類があるんですけれ

ども、人工衛星に専用の測定器、センサーを載せて、地球を観測することを、衛星リモー

トセンシングというんですけれども、今日の私からのお話は、この衛星リモートセンシン

グのお話になります。 



- 98 - 
 

 リモートセンシングで、何がわかるかということを、こちらの図で簡単に示しておりま

すが、衛星はセンサーを積んでいまして、地球上の海ですとか、森、都市などからの反射

であったり、自ら放射する電磁波で観測します。 

 その観測結果から、例えば、こういった植物の有無ですとか、地表の温度を測って、ヒ

ートアイランド現象ですとか、地表の高さから、地図を作成したりすることができます。 

 前置きが長くなりましたが、我々は、このリモートセンシングで、研究開発やソリュー

ション提供、あとは、人工衛星データを受信する地上局の運営等を、約４０年以上前から

行っております。 

 現在、職員は２２０名ほどいるんですけれども、そのうちの大体約６割くらいは、研究

開発関連の部署に所属しています。 

 ちなみに、私はソリューション事業部に所属してます。どちらかというと、営業です。 

 弊社は、５つの事業（シンクタンク、キャパシティビルディング、リモートセンシング

研究開発、衛星観測運用、ソリューション提供）を行っていますが、ソリューション提供

サービスに力を入れているところがありまして、社会インフラ、農業、海洋、災害、森林

を主要５分野として掲げて民間企業や、大学と連携しております。それぞれの分野にリー

ダーがおり、各分野のリーダーのもと、ソリューション提供サービスを推進しています。 

 本日、同席しております研究開発部の遠藤は、森林チームのリーダーでありまして、遠

藤を筆頭に、サービスのほうを推進しております。 

 では、早速、森林分野における地球観測衛星データ利用についてご説明させていただき

ます。 

 今回お話しすることは、先ほども申し上げましたが、森林の違法伐採の監視と森林面積

増減の把握、森林火災の発見、植林地の選定についてです。 

 一つ目は、森林の違法伐採の監視ということで、ＪＪ－ＦＡＳＴのことをご紹介しよう

と思っていたんですが、先程、ＪＡＸＡの落合さんが詳しく説明して下さったので、ここ

ではあまり詳細は言わないんですけれども、一つ補足しておきたいことがございます。 

 ＪＪ－ＦＡＳＴの経緯なんですけれども、そもそもブラジル・アマゾン流域における違

法伐採監視は、光学衛星でやっていたんですけれども、アマゾン流域は、雲に覆われてい

ることが多いので、どうしても光学衛星では監視が難しいというところが問題でした。 

 １２ページの右下の表に棒グラフがありまして、こちらは違法伐採の面積を年代ごとに

示した表になるんですけれども、光学衛星のときでも、違法伐採検出の効果はあったんで
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すけれども、現地では、どうやら光学衛星は、雨のときは見られないらしいということに

なって、そのときを狙って、伐採をするというようなことが結構あり、それで、一時期、

伐採の面積が増えてしまったということがあったんです。 

 ２００９年以降、雲があっても、監視ができるＳＡＲのデータでの違法伐採の監視を開

始してから、違法伐採によると見られる伐採面積が、だんだん減少していったということ

を、この表で示しています。 

 ２つ目は、森林面積増減の把握なんですが、こちらは、落合さんがご紹介していた画像

とボルネオのところまで一緒でしたので、こちらのほうは、今日は割愛させていただきま

す。 

 ３つ目の利用例なんですけれども、森林火災の発見での事例をご紹介させていただきま

す。 

 森林火災は、地球温暖化や気候変動に影響を及ぼすと考えられている災害の一つという

ことは、皆様ご承知の上かもしれないんですけれども、初期鎮火の遅れは、広範囲の火災

延焼の原因ともなります。 

 そのために、早期に正確な発生位置を特定する必要があるということで、宇宙からの火

災検知は、人の監視が難しい地域も監視することが可能で、特に広域の監視には最適です。 

 そこで、ご紹介したいのが、国立研究開発法人産業技術総合研究所のＡＳＴＥＲ高温領

域検出システムです。これは公開されております。地球観測衛星センサー、ＡＳＴＥＲの

観測データを自動的に処理することで、森林火災や活火山の溶岩流などを監視することを

目的としたシステムです。 

 このＡＳＴＥＲは、熱赤外センサーを搭載しておりまして、森林火災や火山噴火によっ

て、高温になっている領域を比較的容易に捉えることができます。ホームページにアクセ

スしていただくと、（全世界で）高温を検知された箇所が、このように火のマークで表示

されまして、観測場所や観測日時を検索条件に設定すると、より具体的に調べることもで

きます。 

 このシステムなんですけれども、通常は、観測から２日から４日ほどで処理されて、掲

載されるということなんですけれども、観測条件や処理状況によっては、もう少し時間が

かかる場合もあるということです。 

 先ほどＪＡＸＡの落合さんからもお話がありましたが、１９ページ左側の画像はＪＡＸ

Ａの衛星、ＡＬＯＳ（だいち）によるオーストラリアでの山火事（２００９年２月１０日）
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のときの緊急観測の結果になります。 

 同じく右側の画像は、２００８年８月５日、火災前に観測された画像です。左側の黄色

い枠で示した場所に活発な火災の炎が確認できたというとことですが、これでは、見えに

くいかもしれませんが、雲と火災の煙の間に、約２キロにわたって、細い帯状の赤い炎が、

見えています。衛星画像から、このような赤い炎も検出できるというご紹介です。 

 この解析結果の画像は、オーストラリア連邦政府にも提供されて、鎮火のお役に立てた

ということを聞いています。 

 今回、スライドではお見せしておりませんが、火災によって焼失したと考えられる領域

が衛星画像から見え、それは、雲に覆われていないエリアだけでも、大体１３０平方キロ

ぐらいは、衛星から観測することができます。 

 森林火災の発見の方法の一つとして、あともう一つは、植生指数と言われる植物の状況

や活性度を示す指標からも、森林火災を検出をすることが可能です。この植生指数は、植

物による光の反射の特徴を生かして、衛星データを使って、簡単な計算式で、数値化をす

ることができます。植生指数の値が高いと、植物も元気で、逆に低いと、植物の状態はよ

くないというようなことになります。 

 このスライドでは、これはある場所のものなんですけれども、大規模火災があったとさ

れる、ある地域の２００２年と２００６年の画像を解析したものになります。この赤枠の

部分では、植生指数が２００６年の画像では低いことが示されているんですけれども、そ

れを、次のページで、実際の数値でお見せしたいと思います。 

 ちょっと見づらいかもしれないんですけれども、例えば、画面を見ていただくと、青や

黄色や紫で、色づけがされているんですけれども、例えば、青で色づけされたこのエリア

を、１９９７年から２０１５年の画像を使って解析したところ、表にありますとおり、２

００６年以降は、それ以前と比べて、数値が明らかに下がっているということが確認でき

ます。 

 ほかの黄色いエリアですとか、紫のエリアも、例えば、黄色いエリアですと、１９９７

年の植生指数（ＮＤＶＩ）は０.５２、２００２年は０.５１と来ていたものが、２００６

年になって、０.３０と、ちょっとがくっと下がっている。この数値の結果から、２００２

年から２００６年の間に、植生に何か変化を及ぼす何かがあったと、衛星から分析するこ

とはできます。 

 今度は、変化があった箇所を雲と透過する、こちらも何度かお話に出てきていますけれ
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ども、ＡＬＯＳのＰＡＬＳＡＲ、ＳＡＲセンサーです。ＳＡＲ画像で、２００７年に観測

されたデータを見てみますと、一番右の画像です。こちらがＳＡＲ画像になるんですけれ

ども、灰色で見えていまして、きっとこちらも何か変化があった、森林火災があったので

はないかという、ＳＡＲでも確認できたという結果になります。 

 次が四つ目で、最後になるんですけれども、植林地の選定の例をご紹介いたします。 

 今までご紹介したものは、衛星画像の解析からのものですが、こちらでご紹介するもの

は、数値標高モデル（ＤＥＭ）を使った植林地の選定についてご紹介いたします。 

 最近、海外のお客様から、植林地の選定に、このＤＥＭを使えるかどうかを評価したい

という依頼が少し増えてきていまして、それで、ご紹介できればなと思っています。です

が、これから、実際にご紹介するものは、実はまだ植林地に実際に選定されたときに使わ

れたものではなくて、農業分野でのご利用の紹介になるんですけれども、もしかしてご参

考になるのかと思い、ご用意いたしました。 

 こちらは、今まで皆さんも何度もごらんになっている、わりと見なれている光学衛星、

衛星画像の写真になります。こちらを地形データ、ＤＥＭにしますと、こういうような形

になります。赤や黄色は、標高が高いことを指し示しています。ちょうど木があって、高

さがあるところは、赤です。高さがしっかりとあらわれていることが確認できます。 

 こちらも、先ほど農業分野で使われたと申し上げたんですけれども、こちらの場合は、

農家さんに対する補助金額を決定するための農地利用調査として、使われました。私も知

らなかったんですけれども、適切な補助金額を決定するには、土地の傾斜がしていること

が必須ということなんです。日本政府機関からも、無償で公表されている傾斜地のデータ

はあるんですけれども、データは比較的古かったりですとか、入手が不可能な領域が結構

多いということで、今回広い領域をカバーできて、最新の状況がわかる衛星画像を、デー

タから策定されたＤＥＭが、今回使われました。 

 こちら、画面、真ん中、下にあるグラフが表示されているんですけれども、このグラフ

は、画面にあります赤い星から緑の星の地点までを、ＧＩＳのソフトウエアに表示すると、

このように傾斜が表示されていることをあらわしています。 

 このように、広域なエリアでも、アクセスが悪いところでも、衛星画像から取得した地

形データを利用することにより、今までの実際の現地に行って、やっていた地上調査の手

間とコストが省けます。このデータでは、上のほうに地上調査が不要と記載はしています

が、まずは、現地調査前の予備調査として、このような衛星画像をお使いいただくのがい



- 102 - 
 

いのかなと思っています。 

 こういったＤＥＭが、植林に適しているかを判断するのに、使えるのではないのかなと、

ご利用いただけるのではないのかなと思っておりまして、むしろ、私どもが、皆様からの

ご意見をお聞かせ願えればなと思っています。 

 まだ、残念ながら、森林、植林での利用実績には至っていないんですけれども、先ほど

申し上げましたように、海外の植林会社からは、このようなＤＥＭを使った問い合わせが、

結構来ております。 

 ご参考に、もう一つなんですけれども、こちらは、ＪＡＸＡさんのほうで、世界の雨分

布を、ほぼ準リアルタイムといいまして、観測から大体約４時間後ぐらいのデータを、１

時間ごとに表示をしているものが、こちらのサイトにございます。こちらは、例えば、月

別の降水量をもとに、植林の育種の参考情報にお使いいただけたりするのかなと思ってお

ります。 

 以上が、衛星データを使った利用例のご紹介になりまして、ここからは、例えば、今ま

でご紹介した例を、実際に衛星データを使ってやろうとしたときに、どの衛星を選んだら

いいのかと思うと思うんですけれども、お悩みのときは、当財団に、こういうことをした

いんだけれどもとご相談いただければ、我々のほうで、その内容に合った衛星を使ったソ

リューションをご提供させていただくんですけれども、ご参考に、衛星データの選び方と

いいますか、その辺をこの次のスライドからお話しいたします。 

 まず、衛星データを使うに当たり、我々は、お客様からお話を聞かせていただく中で、

どの衛星を使えばいいのかということが、お客様からのお話の中で、だんだん見えてくる

んですけれども、例えば、それは、衛星データで見たいエリアの特性が、雲がいつも多い

場所なのか、わりと晴れていることが多い場所なのかというところによりまして、ＳＡＲ

を使うのか、光学衛星を使うのかというところが、まずわかってきます。お客様がどのく

らいの頻度で、現場の状況を見たいのか、毎日なのか、１カ月ごとでいいのか、それによ

っても、使う衛星も異なってきます。あとは、どのくらい細かく、その対象が見える必要

があるのかというところで、その目的に合った分解能を持つ衛星を使うことを、我々のほ

うで検討いたします。 

 この次からは、一つ一つの要素をもう少し詳しく、次のスライドでお話しいたします。 

 まず初めに、光学衛星を使うのか、ＳＡＲ衛星を使うのかというところで、日林協の鈴

木さんからのお話等も、ＪＡＸＡの落合さんからのお話もありましたけれども、改めて簡
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単にお話しします。 

 光学衛星は、画面左下にある画像になります。例えば、今、これは、富士山の上空を撮

影したものなんですけれども、ご覧いただけるとおり、雲がかかっていまして、当然なが

ら、雲の下は見ることができません。ですが、やはり視覚的には、わかりやすいという大

きな特徴があります。 

 一方、右側の画像は、こちらも同じ富士山を、同じところを撮影しているものなんです

けれども、マイクロ波による観測しているもので、光学衛星で雲があった部分の下は、マ

イクロ波では見えていますけれども、正直、言われないと、富士山とわからないよねとい

うような、わかりづらい画像になっています。日本の梅雨の時期のような雲に覆われてい

る雨が多い時期のときには、このＳＡＲ衛星のほうが有効ということはあります。 

 次に、分解能の話になるんですけれども、分解能は解像度とも言ったりもするんですけ

れども、分解能というのは、地球観測衛星に載せられたセンサーが、地上の物体をどれく

らいの大きさまで見分けることができるかをあらわしている言葉なんですけれども、解像

度が高いほど、地上の細かい様子を観測するのにすぐれているということになります。 

 こちら、スライドで表示しているものは、同じエリアを違う衛星で見たときの画像にな

ります。こちらで使っているものは、まず左から、アメリカのデジタルグローブ社が運営

しているＷｏｒｌｄＶｉｅｗという衛星で、０．５メートル分解能のものになります。こ

のＷｏｒｌｄＶｉｅｗシリーズは、後でも出てくるんですけれども、民間の衛星では、最

高分解能、最も高い分解能を所持している衛星になりまして、最高分解能は０．３メート

ルになります。今回お見せしているものは、５０センチになります。 

 真ん中のものが、Ｓｅｎｔｉｎｅｌ－２Ａで、こちらも今までの事例で、何度か出てき

ましたけど、１０メートルの分解能。 

 もう一つが、アメリカのＬａｎｄｓａｔ－８は、３０メートルの分解能になります。 

 一般的に１０メートルから３０メートル、我々、中分解能と呼んでいるんですけれども、

これくらいの分解能ですと、ヘクタール単位での解析ができて、それよりも、もっと高い

分解能になりますと、単木単位での解析ができるのではとおっしゃっています。 

 ごらんいただくとおり、見え方が、一番左の０．５メートルのものはクリアに見えてい

るのに対して、３０メートルになってくると、結構ぼやぼやとしているような感じになり

ます。 

 次に、こちらのスライドは、光学衛星で、分解能、観測頻度、価格の面で、代表的な光
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学衛星と比較したものになるんですけれども、今までのスライドでご紹介した衛星ですが、

ＷｏｒｌｄＶｉｅｗ、Ｓｅｎｔｉｎｅｌ、Ｌａｎｄｓａｔに加え、この表では、Ｐｌａｎ

ｅｔ Ｌａｂｓ社のＤｏｖｅという衛星も記載しております。 

 ＷｏｒｌｄＶｉｅｗとＤｏｖｅは、２つとも有償衛星になりまして、Ｓｅｎｔｉｎｅｌ

とＬａｎｄｓａｔに関しては、今までの話にも出てきましたけれども、無償の衛星になり

ます。 

 今回追記したＤｏｖｅという衛星なんですけれども、こちらは小型衛星になりまして、

常に１２０機以上で運用体制をしているので、毎日、必ずどこかしら、自動的に観測され

ています。実際には、今、１７５機以上はもう打ち上がっていて、徐々に運用を開始して

いくというところになっています。 

 このＤｏｖｅは常時観測されているので、ほかの衛星とは異なるんですけれども、例え

ば、通常、有償の衛星は、自分の関心領域を希望の観測日に観測するリクエストを出して、

分解能も選んで、自分が希望するデータを、お金を払って、入手することができますが、

無償の衛星は、、衛星の運用者の意向により、撮られているものですので、有償衛星の様

に細かい自分の要求は一切出せないというところもあります。 

 要求は出さなくとも、希望に合えば、データが無償で手に入るので、それが一番ベスト

かなとは思うんですけれども、分解能が粗いですとか、少しでも急ぎで欲しいというよう

なときには、有償衛星での検討も利用して、無償と有償を使い分けていくことがいいので

はと思っています。 

 では、次に、衛星の運用状況と計画についてなんですけれども、こちらも、今までお話

には幾つか出てきているんですけれども、衛星データ、例えば古いものでは、こちらにも

ありますように、Ｌａｎｄｓａｔです。Ｌａｎｄｓａｔは、１９７０年代から打ち上がっ

ております。あと、フランスのＳＰＯＴです。こちらも１９８６年から、データがござい

ます。 

 Ｌａｎｄｓａｔなんですけれども、こちらは、現在、８号機まであります。この表を見

ていただくと、１から５となって、６がなくて、７から８となっているんですけれども、

６号機は打ち上げたものの、軌道投入に失敗して、運用されていないというところで、６

の記載がないという状況になっています。 

 Ｌａｎｄｓａｔに関しては、現在、２機が、１９９８年から現在まで運用しているんで

すけれども、その後継機、Ｌａｎｄｓａｔ－９号が、２０２０年に新しい衛星の打ち上げ
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を予定しております。 

 ＡＬＯＳに関しましては、先ほどＪＡＸＡの落合さんのお話にもありましたけれども、

２０２０年に光学の衛星が打ち上がる予定です。 

 Ｓｅｎｔｉｎｅｌに関しては、今、２Ａ、２Ｂと打ち上がっておりまして、それが２機

です。Ｓｅｎｔｉｎｅｌ２Ｃが２０１９年に、２Ｄが２０２０年に、打ち上げを予定して

おります。 

 衛星の設計寿命は、大体５年から７年ぐらいなんですけれども、それよりも、結構長く

運用している衛星も多くて、特に先ほど申し上げたアメリカの民間で最高分解能を持つ衛

星のＷｏｒｌｄＶｉｅｗは、２００７年に１号機が打ち上がって、設計寿命自体は７年だ

ったんですけれども、今もう１８年ですので、設計寿命から４年を超えた今でも、運用を

しております。なので、衛星は、結構長くお使いいただけるかなと。 

 こちらは最後のスライドになるんですけれども、今度はＳＡＲ衛星、ＪＡＸＡさんの衛

星ということで、先ほど落合さんからもあったんですが、こちらでＳＡＲに絞って言いま

すと、今現在、ＡＬＯＳ－２が２０１４年から打ち上がって、今も運用しておりまして、

その後継機が、２０２０年、ＡＬＯＳ－４が、打ち上げを予定しております。 

 以上が本日の発表となります。先ほどの鈴木さんとのお話にもちょっと似てくるんです

けれども、衛星データ一つで、全てが解決するということは、やはりカバーし切れないと

ころもありますので、現地情報を含む複数のデータを使ってやっていくということが、総

合的な問題解決につながるのかと思います。皆様の事業に衛星データを利用することに少

しでも関心を持っていただくことにお役に立てたら、非常に幸いです。いつでも、気軽に

ご相談いただければと思います。本日はどうもありがとうございました。 

（ 拍  手 ） 

【仁多見委員長】  森岡さん、ありがとうございました。 

 ご質問、ご意見をお願いします。 

【上河アドバイザー】  先ほどご説明の中で、森林火災がありましたね。火が燃えてい

るということは、熱でわかるのですか。 

【RESTEC遠藤】  私は、産総研のＡＩセンター、ちょうどこれを運用しているところの

研究員を週に一日やっているんですが、そこで、熱を測る方法は、本当の熱の１０マイク

ロという放射をとるものもあれば、もうちょっと前の幾つか熱をとる方法はあるんです。 

 今回のＡＳＴＥＲのものは、本当の１０マイクロの温度ではなくて、もうちょっと前の
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熱に関係するものを見て、検出しているものなんです。 

【上河アドバイザー】  なるほど。検出しているということは、熱を計測することもで

きるということですか。 

【RESTEC遠藤】  そうですね、熱はセンサーによるんですけど、ＡＳＴＥＲは、そこの

熱よりも、もうちょっと感度が高い、小さいものまで見えるというところで、違う波長を

使っています。６とか７マイクロの部分です。 

【上河アドバイザー】  熱を測ることに関してですが、日本の林業では、獣害というか、

鹿の害などが多いのですが、動物が、どの辺にいるかということが判りますでしょうか。

例えば、動物がの体熱が感知できるのかなと思ったものですから。 

【RESTEC遠藤】  ちょっと衛星から離れますけど、ドローンで、サーマルで、獣害を見

ようとしたことがあります。 

【上河アドバイザー】  そうですか。ドローンで？ 

【RESTEC遠藤】  はい。私もそれに少し関わっていますが、一番難しいことは、毛皮の

厚い動物は、外気温とほぼ同じ体表温度になるんです。実は、技術的なコツなんですけど、

撮る時間帯が重要です。動物を発見するには、実はこの時間帯に撮らないと、外気温など

の地物と動物の区別がつかないということが、だんだんわかり始めています。 

【上河アドバイザー】  将来的には、そういうことも可能になると考えていいですね。 

【RESTEC遠藤】  宇宙からだと難しいんですが、エアーボーンとかドローンは、今、み

んな、やり始めていますね。 

【上河アドバイザー】  ドローンだったらできるのですね。わかりました。 

【RESTEC遠藤】  実際に、奈良公園で鹿を撮ると判るはずだと思って、試しに撮りまし

たが、検知できません。 

【上河アドバイザー】  人間みたいに裸だったらいいけれども、毛皮があってはだめな

のですね。 

【RESTEC遠藤】  ハイレゾで、（鹿の）口の周りは何となくわかるんですけど、体のほ

うは測れませんでした。 

【事務局（大渕）】  そうすると、夜、測れという話ですね。 

【RESTEC遠藤】  多分。 

【事務局（大渕）】  外気温が下がってきてから。 

【RESTEC遠藤】  多分。 
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【上河アドバイザー】  そうかもしれないですね。 

【RESTEC遠藤】  その差が出る時間帯に撮ったほうがよいということが、今、判ってき

ています。 

【上河アドバイザー】  あと、もう一点。先ほど、植林の可能性を探るというところで、

傾斜の問題はもちろんあると思いますが、土壌水分みたいなものが測れると本当にありが

たいと思います。 

 その辺のところを、例えば、土壌の熱の分布で、例えば、この辺は水分が多いよとか、

この辺は水分が少ないなどということはできないですか。 

【RESTEC遠藤】  土壌水分に関しては、粗い５０キロメートルのメッシュで計測という

のは、グローバルでやっています。 

 植林に必要なものと考えると、やはり、微地形を撮って、どこに水口があるかというよ

うな部分が必要になってくると思うので、そういう意味では、やはり衛星というよりは、

エアーボーンクラスで、微地形をしっかり出して、どういう水口ができるか。その後に、

サーマルみたいな熱バンドで見て、実際に蒸散がどうなっているか、夏場の乾燥ストレス

が無いようなところから、逆推定をかけるということが現実的と思います。 

 私は、今、果樹で、柑橘類の収量とかストレスの推定をやっているんですが、やはり、

そういう方法をとっています。 

【上河アドバイザー】  海外植林の場合は、乾燥地など、わりと雨が少ないところが多

いので、土壌に水分が多いか、少ないかということは、植林用地を選ぶときには、とても

重要なファクターになると思います。そういうことがわかるといいなと思いました。 

【RESTEC遠藤】  なので、最後にご紹介したＧＳMap（衛星全球降水マップ）、ちょっと

粗いんですが、あれで、例えば積算値で、１年、毎月とかの括りでデータが作れますので、

そのときに、自分が想定している林地に対して、どういう分布になっているか。 

 あとは、地元のデータとか、色々なデータを持ってきたりすることで、モニタリングす

るときの要素として利用できるかなというふうに考えています。 

【飛田委員】  先ほどの森林火災の利用例のところで、例えば、森林火災が起こったこ

とをリアルタイムに把握できるような、そういったシステムとか、サービスとかもあるん

ですか。 

【RESTEC遠藤】  ひまわりは１５分おきに見ているので、３０分ぐらいでは、準リアル

タイムと言えるんですが、１キロメートル四方なので、そこで火を確認したときには、も
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う消火できるレベルの火事ではなくなっているんです。なので、見えるといえば、見える

んだけど、ビジネス、社会に貢献という意味では、やはり、まだギャップがある。 

 そういう中で、産総研にしても、ＪＩＣＡにしても、本当に、例えば、１００メートル

四方が燃え始めて、消火に行けるようなものをモニタリングするには、どうすべきみたい

な議論が個別に動いていまして、例えば、今、そういった極軌道といわれているものは、

北極、縦周りの衛星なんですけど、それを赤道周りに入れて、数十分、もしくは１時間、

もしくは９０分おきに、森林火災を捉えるという仕組みのほうが、今はないけれども、い

いんではないかという議論はしています。 

 ただし、２０億円、３０億円がかかりますといったときに、それが、本当に事業者さん

が買ってくれて、ペイできるのかというところが、なかなか計算が立たなくて、構想段階

という感じですかね。 

【日林協/鈴木】  南アフリカでは、既に１日に４～５回の頻度で、火災のデータを、ア

フリカ南部の１５カ国ぐらいに発信するものができています。 

【RESTEC遠藤】  できているんですか。 

【日林協/鈴木】  それをＳＭＳで、現場の消火隊に全部送るんです。 

 ただ、人口密度が極めて低いので、消火箇所まで８００キロメートルとか、そういうレ

ベルですから、もう誰も手をつけられないので、判っているけれど、消せないという状態

になっている。 

【RESTEC遠藤】  そうなんですよね。 

【日林協/鈴木】  遠藤さんがおっしゃるように、１キロメートルメッシュのものは、多

分、ディテクションの１キロメートルとか、そういうレベルで、出てきているんですけれ

ども、何せ燃えている範囲がとても広いので、検知できるんですけれども、消せません。 

【RESTEC遠藤】  産総研の今のアルゴリズムだと、６メートル、７メートルぐらいが、

ある種、燃えれば、ディテクションできるアルゴリズムは持っています。 

 ただし、そんなに頻度高く衛星自体が回ってくれないので、本当にビジネスにも使える

ようなシステムにならないというところです。 

【飛田委員】  その６メートル、７メートルのものは、どれくらいの頻度で回るんです

か。 

【RESTEC遠藤】  アルゴリズムで、そのくらいの火が燃えれば、宇宙からわかるよとい

うプログラムというか、分析すれば、それがわかるというものは作られているんです。 
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 ただし、１時間おきに人工衛星が回ってくるような仕組みが、今、世の中にありますか

というと、無いので、結局、何日かおきということになってしまっているんです。 

【仁多見委員長】  ありがとうございます。時間が少なくなってまいりました。 

 それでは、事務局より、今後の進め方をお願いいたします。 

【事務局（大渕）】  それでは、資料４をごらん下さい。 

 前回の検討委員会で説明させていただきましたので、詳しいお話はいたしませんが、Ⅱ

番の「森林経営を支える情報技術」について、平田先生からグランドデザイン的な説明が

必要ですとのご指摘いただきました。それぞれの技術をどういうふうに組み合わせて使っ

たらいいのかということなんですけれども、大変ありがたいことに、この２番につきまし

ては、平田先生がご担当して下さるということで、とても感謝しております。 

 Ⅲ番の「儲かる林業を目指して」のスマートフォレストリーにつきましても、仁多見先

生が執筆して下さいます。ありがとうございます。 

 あと、Ⅳ番です。これについても、Ⅱ番と同様、グランドデザイン的な説明、概要をつ

ける必要があるかなと思っています。 

 ご意見、ご要望、アドバイスがありましたら是非お願いいたします。 

【仁多見委員長】  Ⅳ番の（１）の新システムのイメージのところ、ラフスケッチで、

素案みたいなものを、私のほうでお送りしますので、またご意見をお伺いして、それをま

た改良していけばいいかなと。グランドスケッチみたいな感じで。 

【事務局（大渕）】  日本のスマートフォレストリーが海外植林事業でも応用できると

いう感じになると思っています。 

【仁多見委員長】  それでは、上河常務理事より締めのご挨拶をお願いいたします。 

【上河アドバイザー】  この委員会をこれまで３回開催させていただきました。本当に

ありがとうございました。特に仁多見委員長をはじめ、委員の皆さまには、大変お忙しい

中、非常に熱心にご議論いただきまして、まことにありがとうございます。 

 今、事務局から話がありましたように、これから報告書にまとめるという作業になりま

す。これにつきましても、委員の先生にご協力いただけるということで、大変にありがた

く思っております。 

 今、スマート林業というか、新しい技術が、どんどんと普及してきて、新しい林業の可

能性が出てきたと思っております。今回色々と議論をしたことを踏まえて、また、これを

いかに現場に応用していくかということが、これから大事になってくると思います。 
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こういうテーマは製紙業界では初めてでありまして、これをいかに今後つなげていくか

ということが重要だと思っております。 

 そういった意味で、これからも我々のほうも一生懸命やっていきたいと思いますので、

引き続きご指導をよろしくお願いしたいと思います。本当に本日はどうもありがとうござ

いました。 

 

── 了 ── 
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