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国際航業の森林情報コンサルティング

課題①

森林分野で適用可能な国際航業の特許技術

TOPICS︓森林資源解析の代表実績

年度 顧客名 件名 概要

H28 林野庁
森林整備部
治山課

H28 兵庫県
朝来市

H27 林野庁
森林整備部
森林利用課

H27 鹿児島県
薩摩川内市

H26 長野県

H26 長野県

H26 秋田県
横手市

H25 兵庫県
朝来市

森林分野 主な業務実績

【協力】

古殿町イメージキャラクター
やぶさめくん

◇顧客名︓福島県石川郡古殿町
◇契約件名︓ふくしま森林再生事業航空レーザ測量資源解析業務委託
◇履行期間︓2016/3/9～2016/12/28
◇契約金額︓53,784,000円
◇TECRIS登録番号︓4029420240
流鏑馬の里として知られる福島県古殿町は、豊富な森林資源を有するスギの産地です。国際航業は、その
民有林7,316haを対象に高密度航空レーザ計測（10点/㎡）による森林資源解析を実施しました。また本
業務では住友林業㈱と共同し、林業事業者目線に立った森林情報運用のコンサルティングを行いました。

・熊本地震被災地域を対象
とした森林レーザ計測

・崩壊箇所等の判読を実施

・林地所有者台帳システム
の機能改良

・衛星画像判読による森林
の現況変化調査

・京都議定書に基づく調査

・森林情報関連データ整備
・森林GISの構築

・森林解析を目的とした航
空レーザ計測

・0.5m密度　580.5ｋ㎡

・航空レーザ森林解析
・植生区分図作成
・山地災害危険個所抽出

・森林GISの構築

・林地所有者台帳作成
・森林GISの構築

森林域における航空レーザ計測業務（Ⅰ）（Ⅳ）

朝来市林地所有者台帳システム機能改良委託業務

平成27年度森林吸収源インベントリ情報整備事業
（衛星画像等による土地利用変化状況調査）

平成27年度森林所有者情報整備事業業務委託

平成26年度予防治山事業第30号工事（測量業務委託）

平成26年度治山事業業務委託第1号
（森林情報解析等業務委託）

平成26年度市町村森林所有者情報整備事業
横手市森林地理情報システム構築業務委託

平成25年度朝来市林地所有者台帳システム等整備業務

特許第6041126号
反射パルス推定方法、及び反射パル
ス推定プログラム

波形記録式レーザ
データを用いた高
精度な地盤抽出技
術です。下層植生
が繁茂している森
林内の地盤面デー
タ精度の向上が期
待できます。

特開2015-200615号
レーザー計測結果解析システム
（出願中）

波形データを直接解析し、森林内の
空隙の空間分布を解析するシステム
で、森林の階層構造や過密度を把握
することが可能です。

特許第4771459号
カラー標高傾斜図作成システムおよ
びカラー標高傾斜図作成方法

ELSAMAP（Elevation and Slope 
Angle Map）は、標高を色相に割り
当てた画像と、傾斜量をグレースケ
ールの明暗に割り当てた画像を透過
合成した立体地形表現図です。崩壊
箇所や災害地形などの微地形判読に
適しています。

特許第4771459号
カラー標高傾斜図作成システムおよ
びカラー標高傾斜図作成方法

ELSAMAP（Elevation and Slope 
Angle Map）は、標高を色相に割り
当てた画像と、傾斜量をグレースケ
ールの明暗に割り当てた画像を透過
合成した立体地形表現図です。崩壊
箇所や災害地形などの微地形判読に
適しています。

特許第4771459号
カラー標高傾斜図作成システムおよ
びカラー標高傾斜図作成方法

ELSAMAP（Elevation and Slope 
Angle Map）は、標高を色相に割り
当てた画像と、傾斜量をグレースケ
ールの明暗に割り当てた画像を透過
合成した立体地形表現図です。崩壊
箇所や災害地形などの微地形判読に
適しています。

国際航業株式会社   森林事業推進チーム
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3 丁目 1 番 1 号
03-4476-8078　http://www.kkc.co.jp/　　info@kk-grp.jp



はじまる、ひろがる、国際航業の森林情報コンサルティングサービス
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「計測」から「解析」「運用」まで。ICTを活用した森林情報の利活用支援により、林業の成長産業化に貢献します。

我が国の人工林資源は、約5割が50年生以上に達し、本格的な
資源の利用期に移行しています。また、木質バイオマス利用の
推進等により、国産材の需要が増加してきています。

国産材の安定供給体制を構築するためには、森林資源量を正確
に見積もることが重要です。
これまでは、標準地調査（現地調査）や収穫予想（森林簿）に
基づいて森林資源量を見積もってきましたが、林業従事者の減
少や高齢化といった課題に直面しており、これらの課題に対し
現在、リモートセンシングやクラウド技術など最新のICTを活
用した取り組みが注目されています。

国際航業はこれまで、衛星や航空機を用いた森林計測を行って
きましたが、これからはその先の情報運用までを事業領域に加
え、森林情報を利活用するための一貫したサービスを、森林情
報コンサルティングサービスとして提供いたします。

衛星、航空機、ドローン、地上計測まで、目的や用途に応じた様々な計測サービスを提供しています。特に航空レーザ計測
は、森林資源量を正確に推定できることに加え、詳細な地形情報を路網計画や治山計画に役立てることができるため、お客
様のニーズに合わせた様々な解析技術とともに提供しています。

波形記録式レーザ計測
従来方式のレーザ計測はピークを離散的に
記録していましたが、波形記録式では地物
や地表面からの反射を連続的な波形で記録
します。これにより地盤面計測精度の向上
や、森林内の階層構造の把握などのメリッ
トがあるため、近年普及が進み、森林計測
では主流になりつつあります。

森林資源量算出
航空レーザデータとデジタル空中写真から、林相、立木本数、樹高、樹冠面積、胸高
直径といった情報を解析し、これらに基づいて蓄積を算出します。また、立木密度、
形状比、樹冠長（率）、収量比数、相対幹距比といった森林管理・経営に役立つ情報
も算出できます。

既存路網の抽出、微地形解析
航空レーザ計測では地盤面の詳細地形データが取得できます。こ
れにより写真では視認できない林内の既存路網が把握できるほ
か、崩壊跡など災害地形も抽出でき、施業に必要な地形データを
一括して整備できます。

森林構造解析
航空レーザデータの波形解析により、葉や枝が密集している
層や森林内の空隙などを可視化することができます。これに
より単層林・複層林の判別や、下層植生の有無など、森林内
部の構造を把握できます。

平成28年5月の森林法一部改正において、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報
を整備・公表する林地台帳制度が創設されました。これに伴い市町村では平成31年3月末までに林地台帳及び地図を整備
し、平成31年度から運用および公表を行わなければなりません。
国際航業は、林地台帳及び地図の作成作業はもちろんのこと、その運用に関するソリューションも提供します。林地台帳に
よって整備した森林所有者情報と、森林計測・解析によって整備した森林資源情報を、GIS上で一元管理することは、森林
管理の効率化・高度化に繋がります。
また、統合型GISと連携する場合は、庁内の情報共有や維持更新の負担軽減も可能です。国際航業ではその目的や利用形態
によって、２つ形態でシステムを提供しています。

林地台帳に対応した２つのGIS
統合型GISと親和性の高い「SonicWeb-林地台帳」、林業事業体との情報
共有が可能な「森林ICTプラットフォーム」。
どちらも林地台帳に対応しており、お客様のニーズにより選択可能です。

森林情報コンサルティング
取得した森林情報を高度に利活用するためのコンサルティングを行います。
データ・システム・インフラの在り方、木材利用における川中~川下が求める森林情報、個
人情報・セキュリティの確保、といった視点から情報運用の要件を定め、その積極的な活用
を支援します。
また「森林ICTプラットフォーム」を導入すると様々な林業支援アプリケーションの利用が
可能です。
「森林ICTプラットフォーム」は、開発元であるASロカス㈱及び住友林業㈱との3社共同体
制で、導入から運用までをトータルにコーディネートします。

林地台帳整備
林野庁「林地台帳及び地図整備マニュアル」に
則った台帳整備を支援します。国際航業は、林
地台帳と同じく土地の境界を示す固定資産地番
図をはじめ、様々な法定台帳及び地図の整備・
運用に長年携わっております。そのため、それ
ら知見を活かした効率的な台帳整備をご提案可
能です。

森林ICTプラットフォーム林業支援アプリケーション

収穫予測
採材パターンを入力し、売上高・
事業費・補助金を含めた事業収
支を予測します。

成長シミュレーション
現在の林況情報と施業パター
ンを入力し、林分の将来予測
を行います。

路網設計シミュレーション
地形（DTM）データ・林分データを用いて、目的地を入
力すると自動的に路線設計とコスト計算等を行えます。

ⒸSumitomo Forestry Co., Ltd.＆ASLocusINC.

反射パルス
間隔

（3.0m以上）

※SonicWebは国際航業㈱の登録商標です
※森林ICTプラットフォームはASロカス㈱及び住友林業㈱の著作物であり国際航業は共同販売を行っています

従来の4パルス法 波形記録式


