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口特集論考口

ITを活用した地域林業の活性化を目指して

一北海道下川町にて森林資源量解析システム稼動開始

The Activation of Local Forestry by Effective Use of an Information Technology 

岡田広行＊

Hiroyuki OKADA 

1 はじめに

近年，森林計画制度における市町村森林整備計画の重

要性の高まりに代表されるように，森林林業行政におけ

る市町村の役割が増大している。

また中山間地域における産業振興の源泉としての森林

資源が再評価され始めており，木質バイオマス需要の増

大と相まって．町おこし・村おこしを可能とする地域林

業の活性化が，全国的に期待されているところである。

一方，多くの市町村は財政難による予算不足・人材不

足に悩まされており，森林・林業を担当する専任者を置

くことが出来ない等，上記のような森林所有者や林業事

業体，そして市民からのニーズに充分に応えられていな

いケースも散見される。

今回，住友林業は， 北海道上川郡下川町の依頼を受け，

地域林業の活性化に資する「森林資源、量解析システム」

を開発し運用支援を開始した。

本稿では，このシステムが開発された背景，システム

の特徴．そして本システムによって実現した成果を紹介

する。

2 住友林業の取組

今回のシステム開発に携わった住友林業は，平成 26
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年4月1日現在，全国に 45.808haの社有林を保有 し

森林保有面積としては，圏内第3位の森林所有者となる。

その森林経営は， 1691年（元禄4年）の別子銅山 （現

愛媛県新居浜市）の開抗時の採掘に必要な坑木や，銅の

製錬用の燃料に充てる薪炭材の供給に始まり， 300年以

上の歴史を有している。

また 1894年（明治 27年）には， 日本における森林施

業計画の草分けと言われている「大造林計画」を樹立し

本格的な植林事業を開始した。

その歴史が示す様に，住友林業は長期に渡る森林経営

の歴史を持っているが，近年，社有林経営で、培ったノウ

ハウや技術の提供を，社有林以外の圏内森林において求

められる場面が増えてきている。

これらの要望に応えるために，圏内山林事業を統括す

る山林部の中に林業企蘭グループという組織を新設し

一般の森林所有者や，森林・林業行政を担う地方自治体，

実際の森林管理や現場作業の担い手である林業事業体等

に対し幅広いコンサルテイング事業を展開している。

また昭和 53年より，他に先駆けて社有林の管理に森

林 GIS（地理情報システム）を導入し効率的かつ有効

性の高い森林管理を行ってきた。この経験と実績が，今

回の森林資源量解析システムの開発 ・運用支援事業につ

ながっている。

3 下川町の紹介

下川町は， 北海道の北

部に位置し その面積は

64,420ha，うち森林面積

は57.76lhaで，森林率

は89.5%である。

明治 34年の入植以

来，昭和 57年の閉山ま

で， 日本有数の銅鉱山の

採掘で栄え． 町の人口は 図2 下川町の位置
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ピーク時（昭和 35年）には 15.555人を数えたが，現在

（平成 26年3月1日）は 3,526人となり．高齢者比率も

36.5%と，地域産業の衰退や労働者人口の減少と併せ，

町を取り巻く状況は，厳しいものとなっている。

このような状況の中，下川町は，文字通り，森林・林

業の活性化による地域振興を目指し平成23年 12月に，

国の地域活性化総合特区制度の中で「森林総合産業特区」

の指定を受け，

①森林資源の把握から流通・販売までに至る林業・林産

業の低コスト化と高付加価値化を図り，森林総合産業

を構築する。

②森林バイ オマスを中心とする再生可能エネルギーによ

りエネルギー（熱・電気）の完全自給を実現する。

③集住化による互助と協働や小規模ビジネスの創造，高

齢者の活躍の場づくり等による超高齢化対応社会モデ

ルをつくる。

という三本柱を目標に定め，様々な施策を推進している。

今回の森林資源量解析システムも，この森林総合産業

特区の主要な事業として企画され，実行に移されたもの

である。

4 森林資源量解析システムの概要

持続可能な森林経営の実現のためには，経営対象とな

る森林における資源量の把握が重要である。

今回下川町より住友林業に依頼された森林資源量解析

システム開発事業は，下川町内の民有林及び国有林（共

同施業団地対象区域）約 25,000haを対象と し航空測

量からデータ解析，そして得られたデータを活用する

GISシステムの開発まで，一貫した作業を実施したのが

大きな特徴である。

事業の概要を，図3に示す。

まず対象区域の航空測量であるが，今回は航空機レー

ザ測量と航空写真撮影を個別に実施した。

｜ デーいス構聾 I 
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図3 事業の概要図
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次に得られたデータの解析を行い，現地調査や航空写

真実体祝ソフトにより作成した検証用データとの比較を

実施。その結果をデータ解析のロジックにフィードパッ

クし再度解析を行った。

最後に，航空測量ーから取得出来ないデータを付加した

データベースを構築し，別途開発した森林 GIS上で使

用できる様にした。

5 本システムの特筆すべき点

①対象区域を民有林と国有林の共同施業団地としたこと

今回の事業対象区域は，下川町有林並びにその他一般

民有林に加え上川北部森林管理署管内の国有林によっ

て構成される「民国連携共同施業団地」約 25,000haで

ある。

民国連携の取組は，全国に拡大しているが，その多く

は路網を共有する計画の策定など一部の取組にとどま

り，共同で単一のデータベースを管理・運用することは

全国で初めてのケースとなる。

また GISのシステム構成としては，下川町役場にサ

ーバーを設置した上で，下川町森林組合・上川北部森林

管理署を広域ネットワークで結び，特に数値系システム

図4 事業対象区域

図5 システム構成図
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図6 航空機レーザ測量 イメージ

航空写真による林相区分

図7 航空測量の組み合わせ

はリアルタイムでのデ

ータ更新を可能としてい

る。

・・：，笥立方

②航空写真と航空機レー

ザ測量を組み合わせる

手法を採用したこと

航空測量は，古くから
図8 林相区分作業

森林の現況把握に用いら

れてきた手法であるが，その中でも今回は「航空機レー

ザ測量Jという新規の技術を用いている。

この航空機レーザ測量とは 航空機に搭載したレーザ

スキャナから地上にレーザ光を照射し地上から反射す

るレーザ光との時間差より得られる地上までの距離と，

GPS測量機， IMU（慣性計測装置）から得られる航空

機の位置情報よか地上の標高や森林の状況を精密に調

べる測量方法である。（国土地理院ホームページより）

今回は，この航空機レーザ測量に加え，別途撮影した

航空写真による林相区分を実施し得られたデータを解

析することにより，森林の現況データベースを作成して

いる。

特に航空写真による林相区分については，当初コンピ

ュータ上での自動処理を試みたが，微細なポリゴンが多

数発生し収集がつかない状態となったため，熟練技術者

による人力での林相区分に変更しその結果を地図デー

タに登録した。

①得られた森林の現況データについて，別レイヤで管理

していること

今回，航空測量データの解析から得られたデータを

GISシステム上に載せる際に，森林計画図や地番図と別

の「林分図」という新規のレイヤを構築した。

これは，当初は林相区分の成果を基に北海道が調製す

る森林計画図の小班界を修正することとしていたが，実

際は小班界の精度が低く，修正が非効率かつ膨大な作業

量となることが判明したため，データ管理上，新規のレ

イヤである林分図を作成したものである。

もちろん既存の森林計

画図や地番図も同じ GIS

ソフト上で管理している

ので，オーバレイ （重ね

合せ）機能を用いて，林

分図データを検索・抜取

することが可能である。

議樟計画図レイヤ

(l*'J、E旺ベース）

地番図レイヤ

韓分銅レイヤ｛今回作成｝

図9 GIS上のレイヤ構造

④林分表データベースを採用したこと

航空測量データの解析から得られたデータを管理する

ためのデータベースは，「林分テーブlレJ－ 「樹種テー

ブルj 「林分表テープル」の3層構造としている。

特に，林分表テーブルは，樹高階毎の胸高直径・本数

密度を管理しており，その概念は古くからあるものの，

GIS上のデータベース構造として採用するのはこれまで

ほとんど例は無かった。

一つの林分ポリゴンに複数の樹
種テーブルを含むことが出来る
→複層林にも対応

図10 データベース構造

この林分表テープルに

より，ユーザーは現地調

r t字組表示 ＂簡易費示

査によって得られる毎木 直

調査に近いデータを得ら

れることとなり，現地調

査の省力化が可能となっ 1歪

た。
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図11 林分表テープル
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⑤データベースの更新を容易にしたこと

航空測量から得られた森林の現況データは，あくまで

も測量実施時点のデータであり，成長や施業の実施によ

る森林の動態をデータに反映させないと，すぐに陳腐化

してしまうという弱点を抱えている。

今回のシステムは，間伐による施業結果や現地調査に

よる現況把握の結果をデータベースに入力・更新できる

機能を保有しており，併せて樹高成長曲線を用いた自動

成長ロジックも備えているため，測量時点から時間が経

過した森林の現況を，精度を保ちながら把握し続けるこ

とが可能となっている。

現存立「一一一一i
再構t覧パ~－ン

6上層下司「錫！
伐採$

0 % I 
入力壇DI孟未処浬となります．

実行
実行

図 12 施業結果の入力画面

⑥実務に対応したアプリケーションを用意したこと

今回の業務では， GISによって管理されたデータを出

力し，森林管理の実務に適用できるアプリケーションを

開発した。

具体的には，対象区域を定め，間伐や主伐を実施した

｛且調t1;.u1r叩~－1

云 l三l
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図13 実務に用いるアプリケーション

図 14 データを活用するソフトウェア

場合に出材される素材（丸太）の種類（長さと太さ）や

材積，出材コストや販売価格が予想可能な「収穫予測」

アプリケーション，また現在の森林の現況から間伐等の

施業計画を入力し将来の森林の現況を予想可能な「成

長予測」アプリケーションなどである。

これらのアプリケーションは，実務の変更に伴うパー

ジョンアップに柔軟に対応するために，エクセルのマク

ロで開発されている。

さらに航空測量の成果により，精密な航空写真や地形

データが得られているので，それらを活用する航空写真

実体視ソフトや地形解析ソフトも併せて提供し，森林の

現場管理に積極的に活用されている。

6 まとめ

今回下川町は，「森林資源量解析システム」の導入に

より，森林管理業務の効率化，そして持続可能な森林施

業に資する基礎データの把握を実現してきた。

また本システムの運用を通じて，資源把握から伐採・

運搬・加工 ・販売に至る幅広い分野での林業・林産業の

振興を目指している。

また住友林業は，今後とも下川町に対して本システム

の運用をサポートするとともに，同様の取組を希望する

他の市町村に対して本システムを普及することにより，

日本全国における地域林業・林産業の振興に微力ながら

貢献したいと考えている。
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Summary: Sumitomo Forestry Co., Ltd. has newly developed "The forest resource inventory and management system”， and it was 

introduced into the forestry cooperative in Shimokawa-cho, Hokkaido, Japan. The system uses simultaneously airborne LIDAR (Laser 

Imaging Detection and Ranging) and aerial photographs .This system achieves E伍cientforest resource management, and is expected 

to develop the forestry and forest-products business in Shimokawa-cho 

Key Words: 1) forest resource management, 2) aerial survey, 3) geographic information system, 4) regional forestry promotion 
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