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効率的な森林管理のためのカシミール 30用データ集の作成

小 林 裕 之

Preparing data sets for KASHMIR 3D to manage forests e旺ectively

Hiroyuki KOBA Y ASHI 

自治体や森林組合の職員などが森林に関するデータを容易に閲覧，検索できるよう，

カシミール 3D用データ集を作成した。とやまの森づくり総合情報システムから変

換した筆ポリゴン，筆中心点，森林簿データからは，場所から森林簿，森林簿ーから

場所ーへの 2方向の検索が可能となった。標高データ，森林計画図，デジタルオルソ

画像からは，任意の民有林の 3次元画像の表示が可能となった。LL!名や谷沢名など

の地名データを整備したことにより，ナピゲーションが便利になった。森林区分図

や土木センター管内図により，山地災害の初期対応への支援が可能となった。今回

整備したデータは，ハンデイ GPS用に切り出すなどして 2次利用も可能である。

1 .はじめに

カシミール 3DはDAN杉本氏が作成し，無

料で提供している簡易GISソ弓 トウェアである

(DAN杉本， 20l0a，図 1)。
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図開1. カシミール 3Dのホームページ

森林基本図，森林計画図等の森林関連の地理

情報をこのソフト用に整備すれば，県，市町村

や森林組合等の担当職員が各自のパソコン上で

それらを閲覧，検索でき，森林管理業務の効率

化が期待できる。

本報告では富山県森林研究所がこれまで整備

してきたカシミール 3D用データ集の作成方法

と成果品について紹介し，その利便性や今後の

課題について述べる。

2.方法

これまでに整備した主なデータを表-1に示す
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とともに，各データの変換手順や作成方法につ

いて記述するo

2.1 森林基本図，森林計画図

縮尺1/5.000の紙地図である森林基本図，森林

計画図をカシミール 3D用地図画像へ変換する

際の詳細な手順を|豆J-2に示す。 なお，図中(2)~

(10)で使用したTNTmipsは業務用のGISソフト

(Microlmages， 2010) である o また，その他

の紙地図も同様の手順で変換できる。カシミー

ル 3Dへ取り込んだ森林計画図の表示例を図 3

に示す。

表ー1. 整備した主なデータ

名 称 区分(拡張子) 備 考

森林基本図，森林計画図 フス9ー (CMP) 全県民有林分

デジヲルオルソフォト IJ 

10mメッシュ標高 標高(DlM) 富山県と周辺

河川中心線 ベクトル(EOO) 全県分

市町村境界線 IJ 

林班 1 小班，筆外周線 IJ 全県民有林分

林ID.，小班!筆中心点 GPS(GDB) 
森林簿 表計算(XLS) 旧市町村別

基盤地図情報(基準点) GPS(GDB) 全県分

山名 IJ IJ 

谷沢 I 林道!標高点など 地名 (NDB) 全県民有林分

治山施設 ベクトル(EOO) IJ 

保安林 IJ IJ 

民有林 I 国有林f 非森林 IJ 全県分

森林管理区分図(民 e国，非) ラス51ー (CMP) IJ 
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[一一ソフトJ(2)-(10)業務用GISソフト
(TNTmips) 

(11)-(13)カシミール3D

TIFなどの大文字アルファベット3文字はファイルの紘張子を示しl

[ J内はソフトウェアのモジュール(メニュー)名を示す。

図-2. 森林基本図，森林計画図の変換手順

1」拘 置・岨凶_._.一回，四U日目細川・Pr-1市町、<~ 詞副司団

図-3. 森林計画図の表示例(旧井波町)

2.2 デジタルオJレソフォト

とやまの森づくり総合情報システム(富山県森

林政策課， 2010)で整備されたデジタルオルソ

フォトの主な変換手順は， (l)TNTmipsで、画像

群をインポート， (2)全県分の画像接合， (3)座標

系変換(平面直角座標系から測地座標系へ) ， 

(4)旧市町村ごとに切り出し， (5)ピットマップ

(BMP) ファイルでエクスポート， (6)カシミ

ール 3Dでの位置座襟付与，である。なお，こ

こで|日市町村ごとに切り出すのは，森林基本図，

森林計画図や森林簿が旧市町村単位で作成され

ていることに合わせるためである。全県民有林
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分の接合画像を図-4に，また，カシミール 3D 

へ取り込んだ後の画像を区卜5にそれぞれ示す。

図-4回全県分接合後のデジタルオルソ

図-5. デジタルオルソの表示例(旧井波町)

2.3 10mメッシュ標高データ

10mメッシュ標高データの主な変換手)@(は，

(1)国土地理院の基盤地図情報閲覧・ダウンロー

ドサイト(国土地理院， 2010a) から， 10mメ

ッシュ(標高)データのダウンロードおよび解

凍， (2)カシミール 3Dの基盤地図情報(標高)

プラグイン (DAN杉本， 2010b) でデータを変

換，表示である。取り込み後の標高画像の表示

例を図-6に示す。
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図-6. 標高データの表示例(旧井波町周辺)

2.4 河川中心線と市町村境界線

河川中心線および市町村境界線の主な変換手

順は， (1)数値地図データ変換ツール (ESRIジ

ャパン， 2007) を使用して，数値地図25000(空

間データ基盤および行政界・海岸線)CD-ROM 

(国土地理院， 2010b) のデータをシェープフ

ァイル(以下 iSHPJ )へ変換， (2)TNTmips 

でインポート， (3)WGS84測地系，測地座標系

へ変換， (4)Arc/lnfoエクスポートファイル(以

下1E00J)でエクスポート， (5)カシミール 3

DのGISツールプラグインで線データを表示，

である。河川中心線と市町村境界線の表示例を

図-7に示す。

，4.8;GB;;'_!i，-開鴨開l!!ft!I'問帽・・・・・・園田園圃圃圃圃・曹冨ロ-"' 

戸

+四・・・甲町田，.一一一一~ 出場イノ 帥幅制個oc“I1R5Hlf:lt.:l.JAf.刈IlAI;:t，;む

図崎7.河川中心線(赤)と

市町村境界線(黒)の表示例

2.5 林班，小班の外周線と中心点

林班，小班の外周線の主な変換手順は， (1) 

富山県森林政策課が整備したポリゴンデータ

(SHP) をTNTmipsで、インポート， (2)WGS84 

測地系，測地座標系へ変換， (3)EOOでエクスポ

」ト，である。
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ま た ， 中 心 点 デ ー タ の 作 成 手 )11買は，

(l)TNTmipsで、ホ。リゴン中心の経緯度を求める，

(2)カンマ区切りファイル(以下 iCSVJ )で経

緯度と名称をエクスポート， (3)GPSBabel (Lipe， 

2009) でCSVから汎用GPSデータファイル(以

下 iGPxJ)へ変換， (4)カシミール 3DでGPX

を開く， (5)GPSファイルツールプラグインで、

CSVをエクスポート， (6)Excelで(2)と(5)のCSV

を合体， (7)カシミール 3DでCSVを開き，専用

のGPSデータファイル (GDB)で保存する(区1-

10も参照) ，である。林班，小班の外周線と中

心点の表示例を図-8，9にそれぞれ示す。

Z ..... '_.~岨 ・""' L.I日LI'，' Y I .J-'IN I ・ ・・ m 岡田町

図・8.林班外周線(青)の表示例

図圃9.小班外周線(赤)と中心点(赤ピン)

の表示例(旧婦中町)

2.6 筆の外周線，中心点および森林簿

とやまの森づくり総合情報システムからのデ

ータの変換手順を図、10に示し，それらの表示例

を図-11，12にそれぞれ示す。また，県の出先機

関である 4つの農林振興センター別のポリゴン

数や森林簿レコード数を表-2に示す。



(7)筆ポリゴンと森林簿テーブルとのリンク
(共通フィールドリンクID)

[Relatel 
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(筆ポリゴン)

(1)筆界。リンクIDのエクスポート
(4農林振興センター別 SHP)

[シエープエクスポート]

(5)筆ポリゴンへのリンクIDの付加
[T ransfer Attributel 

(全県森林簿)

(2)森林簿のエクスポート
(全県1ファイル，リンクlD含む， CSV) 

[森林簿システムCSV出力]

(8)筆ポリゴンの測地座標系への変換
(力シミール3D用l二WGS84測地系， ))!I]地座標系へ)

[Geometric Warpingl 

(9)森林簿テーブルに筆名称フィールドを追加
(筆名称 FUDE_NAME=市町村名+林班+小班+大字力ナ+字カナ)

[String Expressionl 

(10)新規子ーブlレ(fude_center)の作成
(地物と属性の対応関係は， one record per element， 

record number equals element number=lmplied one-to-one) 
[New Tablel 

(11 lfude_centerlこリンクIDと筆名称を挿入
(リンクlDテーブルのtstring，森林簿テーブルのFUDE_NAMEフィールド)

[Add Field， String Expressionl 

(12)筆ポ1)ゴン中心の緯度，経度のfudecenter子ーブルへの追加
(フィールド並びは， LAT， LON， UNKJD， FUDE_NAME) 
[Add Field， Computed， POLYSTATS.CentY， CentXl 

(13)fude_centerのAttachmentタイプの変更
(地物と属性の対応関係を， Implied one-to-oneからnorestrictionへ)

[Table/ Attachmentl 
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(15)筆ポリゴンのエクスポート
(WGS84浪1]地系I 現1]地座標系， EOO) 

[Vector Expo代]

(16)fude_centerテーブル
のエクスポート(CSV)

[Database Table Expo代]
(経緯度は， ddd.dddd形式)

SHPなどの大文字英数3文字lまファイルの拡張子を示し，
[ 1内はソフトウェアのモジュール(メニュー)名を示す。

(旧市町村別森林簿)

(24)森林簿のエクスポート
(1日市町村見11.リンクID含む。 CSV)

[森林簿システムCSV出力]

(25)ファイル変換(CSV→XLS)
(外部データの取り込みで，

地番フィールドに文字列を指定)
(65，536行を超える八尾，氷見Iま2分割)

[Exce12007以よ]

(1)， (一一システム(全県森林GIS)
(3)-(16)業務用GISソフト(TNTmips)
(17): GPSBabel (GPSファイル変換、ノフト)>-
(18)， (19)， (21)-(23)カシミール3D

(23) GPSデータの分割
(1日市町村別ファイルへ。 GDB)

[GPSデータ編集]

(21) CSVファイルのインポート
[GPSファイルツールプラグイン。

CSV形式から読み込み]
(経緯度はddd.mmss形式)

(20) CSVファイルの編集
((19)のCSVファイjレの，
名称欄!こはNKJDを，

GPSでの名前欄。説明欄lこFUDE_NAMEを
(16)のCSVファイルからコヒー)
[MicrosoftExcel2007以よ]

(19)ファイル変換(GPX→CSV)
[GPSファイルツールプラグイン。

CSV形式への書き出し]
(経緯度は， ddd.mmss形式)

(17)ファイル変換(CSV→ GPX)
[Input: Comma separated values， 

Output: GPX XMLl 

j主 (16)から(21)へ直接進めないのはl

カシミール3Dがサポートするddd.mmss(度分秒)形式と
TNTmipsがサポートするddd.dddd(度度度)形式が，

異なるためである。

図ー10. 筆ポリゴンと森林簿の処理手順
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図-11. 筆外周線(青)と中心点(赤ピン)
の表示例(立山町)
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図ー12. 森林簿のExcelで‘の表示例(立山町)

表-2. ポリゴン，ポイントおよびレコード数

農林 ポリゴン ポイント レコード
振興 数 数 数

セン合一 林班 小斑 筆 筆中心 森林簿

新川 582 4，316 27，178 19，734 52，693 
富山 1，368 9，970 88，522 71，585 156，556 
高岡 854 5，674 62，207 57，319 141，210 
砺j皮 905 7，621 71，233 57，522 111，528 
計 3，709 27，581 249，140 206，160 461，987 

なお，図-10中の(20)および、(25)で、Excel2007以

上を使用するのは， Excel 2003までの限界(最

大65.536行)を回避するためである。さらに，

(25)では，地番データの型ずれ(例えば1-1番地

が1月1日と認識される)を避けるため，データ

形式として，標準ではなく，文字列を指定した。

また，表-2で筆ポリゴンより筆中心の数が少

ないのは，リンクIDが設定されていないポリゴ

ンや，ポリゴン側のリンクIDと同一リンクIDが

森林簿側に存在しないポリゴンがあったためで

ある。
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2.7 基盤地図情報(基準点)

三角点等の主な変換手順は， (1)地理院ホーム

ページから基盤地図情報(測量の基準点)をダ

ウンロードして解凍， (2)地理院の閲覧コンパー

トソフト(国土地理院， 2010c) でデータを表

示し， SHPでエクスポート， (3)TNTmipsで

SHPをインポートし，各点の経緯度を求め，そ

の他属性も含めてCSVでエクスポート，以降は

林小班の中心点の変換作業と概ね同じである。

変換後の基準点の表示例を図-13に示す。

Z~，-，--司 ._B・・ a田町η，骨組a ・・・ ffl •軍司也

11 l' 
e寸コ石~晶画国 I z.:t".:.-I.，J.万石"了日冠雪

国国13.基準点(電子基準点，三角点等)の表示例

2.8 山名

山名については，富山県山名録(橋本・佐伯，

2001)等を参考に，カシミール 3D上で、地名デ

ータとして直接手入力した。山名の表示例を図-

14に示す。

図-14.山名の表示例(朝日町ほか)
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2.9 谷沢，林道，標高点など

谷沢，林道等の地名は，森林基本図，森林計

画図，林道位置図等に記載されているもの約

3.000点を，旧市町村別に地名データとして手入

力した。谷沢，林道，標高点の表示例を図-15

に示す。

E.... _i回~.-・-_ ..1>: . . .，. ....・ .1 i'..Hn日明日..~ ・・.....ー叩E内 m........tt" s~1 

図-15.谷沢(青字黄枠)，林道および標高点
(黒字黄枠)の表示例(旧八尾町)

2.10 治山施設と保安林

治山施設と保安林の変換手順は， (1)とやまの

森づくり総合情報システム上に整備されたデー

タをシェープエクスポート， (2)TNTmipsで

SHPをインポート， (3)EOOへエクスポート，で

ある。治山施設と保安林の表示例を図 16に示す。

図-16.治山施設(青)と保安林(赤)
の表示例(旧福光町)

2.11 森林管理区分

民有林，国有林，非森林ポリゴンの主な作成

手順は， (l)TNTmipsで，既存の民有林班ポリ

ゴンと県境ポリゴンを結合， (2)富山県民有林班

配置図(国有林の位置含む)を背景に，民有林，

国有林，非森林の境界をデジタイズ， (3)各区分
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内のポリゴン群の境界除去， (4)EOOでエクスポ

ート，である O 各区分の表示例を図-17に示す。

しかしながら，図-17では各区分の範囲内か範囲

外かがわかりにくいため， 1/150.000富山県管内

図の上に，各区分の色を半透明で重ね合わせた

画像も併せて作成した。森林管理区分画像を図-

18に示す。

図-17.民有林(緑)，国有林(青)と非森林(黄)
の表示例 (EOO)

図ー18.森林区分画像の表示例(富山市ほか)
民有林(緑)，国有林(青)，非森林(黄)

3.結果と考察

3.1 場所〈ー〉森林簿の検索

森林GISの基本となる機能は， (1)場所から森

林簿を検索， (2)森林簿から場所を特定，の 2つ

の検索である o 今回整備した筆の外周線，中心

点データならび、に森林簿Excelデータを利用す

ることにより，これらのことが可能となった。



例えば，現地調査で取得したG陀軌跡データ(図-

19の赤線)が通る華ポリゴン(育様)の中心点

(赤ピン)のリンクIDは105824であり，森林簿

データでこの105824を検索すれば，該当する行

が特定できる(図-20)。

また，逆に， Excel のフィルタ機能などで抽

出した千子(図 21)のリンクID(= 103673) を

元に，カシミール 3DのGPSデータエディタウ

インドウでそのポイント名を特定し，地図画像

上でその場所を特定する(赤ピンが反転表示し

て黒色になっている，IRI-22)ことも可能である。

なお，この検索システムの問題点としては，

とやまの森づくり総合情報システムのデータ更

新に伴い，図-10の変換作業を毎回行わなければ

ならない点や，複雑な解析作業(バッファの作

成など)カf行えないなどの点がある。
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...; 1)'/Ji-~マも夜二三

図-19.GPS軌跡，筆界(青)と筆中心(赤)
(旧福光町)
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図-20.旧福光町森林簿の検索例
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図ー21.森林簿から特定の行の選択(旧福光町)

乞iトラ Jタ

図-22.選択リンク10(青楕円)の場所の特定

3.2 3次元表示

標高データを整備したことにより，様々な地

図画像を 3次元表示できるようになった。例え

ば森林計画図と標高データを重ねると，カシミ

ール 3Dのモジュールのひとつであるカシバー

ドで，図-23のような鳥蹴図が表示できる。また，

デジタ}vオ}vソに小班ー界と中心点を表示した地

図画像からカシバードを起動すると，図 24のよ

うな鳥搬図も作成できる。

このような 3次元画像は，例えば，作業道(路)

開設予定地のオルソ画像にGPSで採取した計画

路線を重ね合わせ，森林所有者に見せる，など

の場面で役に立つと思われる。
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図・23.森林計画図の3次元表示(立山町)

図同24.デジタルオルソと

小班界(赤線)，中心(青旗)の3次元表示(立山町)

3.3 ナビゲーション

ノートPCとGPSを接続し，地名データを表示

しながら自動車で移動する調査(小林， 2009) 

では，近くの山名や谷沢名，林道路線名などが

2次元+3次元画像で表示され，土地勘のない

調査者にも非常に便利になった(図 25)。

3.4 その他

土砂災害などが起こった場合，そこが森林で

あるか否か，森林であれば民有林であるか国有

林であるか，保安林内であるか砂防指定地内で

あるか，などの情報を素早く判断し，必要な初

動体制を取ることが必要となる。このようなと

きには，カシミール 3Dのウインドウ分割機能

で，例えば，一方に森林区分図を，他方に土木

センター管内図などを表示し，災害発生地点の

GPSデータを重ね合わせて見比べると便利で、あ

る(図-26)。
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図-25.車で、ナビ‘ゲーション中の画面倒(旧福光町)

赤:GPS軌跡，青字黄枠:谷沢，
黒字黄枠:林道および標高点

s ~ E ::I水泡理。∞~ . rll・ ~ :t;..~....;... i:!週二'曹内ヨーH19CT・、P円Its-r，LM!.. V~AOe'.'I.l.Da JAf柑ぜムA.K H~:~.41S_Z嘗タム

図-26.ウインドウの2分割例(旧福光町)

左:森林区分図+保安林(赤)
右:土木センター管内図+保安林(赤)

4. おわりに

本報告では，様々なデータを様々なソフトウ

ェアを利用してカシミール 3D用に変換した。

これらのデータは， GPS内蔵PDA(小林，2f.J.J1) ， 

ガーミンGPS(小林， 2010b)やGoogleEarth (小

林， 2010a)用に更にデータ変換することができ，

現地調査やデータ共有に利用することができる。

また，とやまの森づくり総合情報システムから

カシミール 3Dへデータを変換する過程でSHP

を作成することにより，例えば， QGIS (Quan加m

GIS project， 2010) など，本格的な解析機能も

備えたフリーGISソフトでのデータの閲覧，検索，

解析も行うことができる。
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Summary 

1n order to facilitate browsing and finding data about forests by local governments or forest 

owner's cooperative staffs. data sets for KASHMIR 3D were prepared. Smallest land unit (fude) 

polygons. fude center points and forest database were converted from the Toyama Prefecture 

Forest G1S. and interactive search from a place to the corresponding database record and from a 

record to the corresponding place became possible. Displaying three dimensional view of every 

forest was realized with elevation data. forest planning maps and digital ortho photographs. 

Navigation became convenient by preparing place names such as mountains. valleys and torrents. 

Assisting first cope for forest disaster became possible by displaying the forest division maps and 

public working 0旺icejurisdiction maps. The data prepared in this research can be used 

secondarily. for example. by exporting to handy GPS receivers 
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