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1.日本林業をどうしたら成長産業化できるか
2. コロナ禍における林業ＤＸへの取組
3.スマート林業とは、何ですか
4. レーザセンシングによるスマート精密林業
5.スマート精密林業の現場実証
6.林業でイノベーション創出を目指す

スマート精密林業によるイノベーション

加藤正人 信州大学農学部



日本の森林が抱える課題
・戦後に木を植えて森を育てることに、行政と森林所有者は取り

組んできた。→北欧に次ぐ森林国に

・1960年代 原油輸入の自由化、木質資源から石油資源に

・人工林1千万haが収穫・利用期を迎えたが、活用されずに放
置されている。

・本格的な林業に取り組んでこなかった。

林業GDP 北欧（3～4%）、NZ（3％）、墺（2％）
日本は0.04％、林業後進国で伸びしろ大

・9割を占める小規模・零細な森林所有者の林業離れ、管理
放棄と境界不明確、森の手入れ不足による災害発生

・森林管理・収穫業務は、現場職員が減り限界

・縦割りと個別取組み、木材サプライチエーンが未整備

・新たな森林経営管理制度で市町村が仲介役で管理

背景

課題
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日本林業をどうしたら成長産業化できるか

・林業にもイノベ―ションが必要 ←スマート林業、ICT、AI

・先進国の考え方や全体的な仕組みを真似する

・人が減ることを前提に世界標準技術の導入と技術革新
・デジタル化とドローン、レーザ計測
→ICTスマート精密林業

・伐採～搬出はオートメーション 安全・効率的・科学的
・森林情報の共有とオープン化 →民有林と国有林の連携
・異分野の産官学連携によるオープンコンソーシアム
アイデア・人材・お金を林業界に、技術開発、ベンチャー、新
産業創出による林業イノベーション →林業GDPを2倍に

・地方創生：多様性を認め、若者や女性に魅力ある産業に
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日本林業をどうしたら成長産業化できるか

1. 林業先進国の技術と仕組み
Q:日本林業にとってプラスである Yes / No
Yes:５W1Hで考えて、課題解決とセットで提案する

2. 研究と技術開発テーマの捉え方
Q1：難易度
Q2：地域貢献や現場ニーズ

Yes: 背景と事実を調べ、方法と進め方を現場実証

3. 人材育成と学生指導 増加（15人）
Q：学生が育つ Yes / No

Yes：原石を鍛える、産学官と現場で鍛える。
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コロナ禍における林業ＤＸへの取組

➢ 省庁や地方自治体のシステムがバラバラで縦割り行政に
よるデジタル化の遅れが指摘

➢ 世界規模で広がるＤＸの推進とスマート化がビジネス社
会を変革

➢ 森林・林業は改革の遅れた産業構造と林業後進国であ
るという現実を直視して、森林情報のデジタル化とオープ
ン化、情報共有を進め、ＤＸによるスマート林業の推進
が突破口になる。

➢ コロナ禍の厳しい経営環境の中で、「新たな日常」に向け
て、カーボンニュートラルやＤＸに取組み、新商品や新た
なビジネスモデルを創出

5



コロナ禍における林業ＤＸへの取組

森林情報のデジタル化とオープン化
• 日本

民有林と国有林の森林管理が縦割り行政のもと、森林情
報が分断されており、予算が少ないためデータ更新も進んで
いない。森林林業は資本力が弱いため補助金制度に縛られ
産業イノベーションも弱い。ビジョンや計画で取り組んだことに
していたが、具体的な取組みが進んでいなかった。

• 林業先進国
フィンランドとスウェーデンは、国や自治体が計測した森林情

報をデジタル化、民有林と国有林の区別なくオンラインサービ
スで公開。誰もが無償でインターネットから利用・閲覧、ダウン
ロードにより加工、編集できる仕組みがある。ＩＣＴデータ利
用は活発であり、新たなサービス産業、ベンチャーが勃興。
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・自分たちではなく、次の世代のために日本の森林と林業はど
うあるべきか考え、良い森づくりと強い林産業にする。

・モデルは林業に対する考え方、面積や人工林、先進国

北欧（人がいないことを前提としたデジタル化）
ＮＺ（林業の生産性を上がるための機械化林業）

・安全・科学的・効率的な産業としての技術開発に取組む
・現地や人の目から、リモートとセンシングの科学の目に
・現地調査はオフィスで作成したプランの確認
・デジタル化の障害 周囲測量と刈払い、標準地調査など

・林業を本当にと若者に魅力ある成長産業化するには
→林業も他産業と同様にグローバルな競争に勝つ

脱炭素、EV（車）、電池、５G、電化製品
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• National forest inventory: first in the world in 1924 国家森林資源調査

• In every five years 5年周期

• ~81000 field plots in clusters systematically across country 8万点

• Statistical estimations not accurate for areas < 200 000 ha

• Landsat TM + field plots: thematic maps of forest inventory attributes

• Stand-wise field inventory: operationally used more than 60 years 標準地調査

• For forest management planning, in every 10 years 10年おきに実施

• Bitterlich sampling for species-specific forest inventory attributes for each 
stand ビッターリッヒ法（定角測定法）

• Diameter distributions estimated based on field measurements + 
suggested forest management activities 測定値からの推定された直径分布

→estimations for future income and costs 収入と費用は見積りでしかない

• At present, Laser-scanning based forest inventory (With in the next years 
100% of forested area) 現在、レーザ計測は全森林面積を実測で100％をカバー

→Forest inventory attributes for 16 m x 16 m grid cells; available online for 
forest owners 森林所有者がオンラインで利用可能 16m x 16m面積の森林情報

フィンランドではどのように森林資源情報が収集されているか
How forest resource information is collected in Finland? 

バストランタ准教授（東フィンランド大学）合同シンポジウム 2018年2月 東京



フィンランド私有林1000万ha以上が世界最高の詳細さとデジタル図化
フィンランド森林センターが整備した私有林面積1,000万ha（私有林面積の70％）に関するデータは、
森林資源に関する世界で最も広範なデータベースです。 2010年に導入されたレーザ計測による森林資源
調査法は、世界で最も効果的であり、コストを大幅削減データ収集の費用は5ユーロ/ha 同等の情報を現
地調査だけで集め るには4倍近くの費用がかかっていました。
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国家森林資源調査は現地調査からレーザ計測に変更
2010年から導入、2回目、3回目のモニタリング Area-based approach手法



・誰でも利用できる森林情報のWEBサービス

•公的資金（国費）によるサービ ス

•EU共有のオープンデータ

•オンライン登録とセキュリティ認証
•モバイル端末でも利用

森林所有者

森林情報提供者

森林情報の便益
Win-Winで国民が享受できる仕組み

林業会社、林業事業体
森林サービス業

フィンランド森林センター

（民有林）

キンヌネン副社長、アルボナウト㈱、フィンランド

Jari Kinnunen（Arbonaut Ltd.）

次世代森林産業展2019、ICTスマート精密林業報告会、長野

林業先進国フィンランド
情報のデジタル化とオープン化



フィンランド森林センター

2020年森林資源調査プログラム
Forest inventory information 2020 –program

• より正確な樹種情報や木材の用途のデータ
More accurate tree species information and timber assortment data

• より自動化されたデータ生成プロセス
More automated data production process

• より多くの情報源
More sources of information

• 先進技術と機械の導入
ドローン（Drones）とIoTハーベスタ（Harvesters）

• 森林調査のサイクルを迅速に、 LiDARデータの高密度化
Faster inventory cycle, more dense LiDAR data

• 様々な森林データ作成方法論に対するオープン化
Openness for different forest data production methodologies

• レーザ計測を含めた森林調査費用：現在５ユーロを2~3ユーロ/haに
After the processes have been stabilized – the target for the inventory cost is 
2-3€/ha

バストラント准教授（東フィンランド大学）

Mikko Vastaranta（ Univ. Eastern Finland）

レーザセンシングによるICTスマート林業in東京、2018
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森林情報はオープンデータ
Forest resource information is open data

調べたい場所の情報を閲覧
ダウンロードできる

バストラント准教授（東フィンランド大学）

Mikko Vastaranta（ Univ. Eastern Finland）

レーザセンシングによるICTスマート林業in東京、2018
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クラウド上で全国の現地調査データの位置図
と資源内容を閲覧可能

森林資源情報はオープンデータ
Forest resource information is open data バストラント准教授（東フィンランド大学）

Mikko Vastaranta（ Univ. Eastern Finland）

レーザセンシングによるICTスマート林業in東京、2018



SILVIA – Forestry Operations GIS system

Sakti & SASS – GIS systems for  

managing protected areas

Operational forest inventories

フィンランド国有林におけるデジタル化
Digitalization of state-owned forests : Metsähallitus

• 国土面積の1/3を管理
Manages more than 12 M hectares (1/3 of Finland)

• 売上高 (４５７億円 2018年：Turnover:３６６ M€）
• 従業員1,191人(2018年)：Person-years
• 年間伐採量：約600万m3：Annual cuttings~6M㎥ timber

• アルボナウトが国有林で行う３つのサービス
3 key activities serviced and developed by Arbonaut:

１）シルビア：森林施業GIS

２）Sakti & SASS ：保護地域を管理するGIS

３）森林資源調査

カラヤイネン開発部長、メッツァハリタス国有林㈱
Jouni Karjalainen, Metsähallitus Forestry Ltd

次世代森林産業展2019、スマート精密林業報告会



Metsähallitus Forestry Ltd
Jouni Karjalainen, Development Manager

New information for forest planning

New planning method with Silvia support

森林計画のための新しい森林情報システム
シルビアを使った新しいプランニング方法

カラヤイネン開発部長、メッツァハリタス国有林㈱
次世代森林産業展2019、ICTスマート精密林業報告会、長野

フィンランド国有林のデジタル化
Digitalization of state-owned forests : Metsähallitus



Outlining the cutting site

施業伐採地の抽出

航空写真から管理対象範囲を、
林相と成長量で区分

With the help of the growing stock  
segments

✓the growing stock segments  
with definite regeneration need  
are selected and included into  
the area to be managed

Possible thinning

Definite thinning

Possible regeneration  

Definite regeneration

GIS上で適地見込みを選択



• Possible thinning 間伐可能

• Definite thinning 間伐候補地

• Possible regeneration 更新可能

• Definite regeneration 更新候補地

航空レーザによるArea-based 
approachから格子ごとの材積区分
から追加変更（←）

•With the help of the grid points
✓Information on the regeneration 
need  is examined on the grid
✓The area to be managed is extended  
based on this

施業伐採地の
より的確な抽出



•樹冠高モデル（CHM）を使用し
て、伐採予定地の範囲を追加変
更して、確定します
•With the help of the theme‐specific canopy height  
model

✓CHM information is examined
✓the defined cutting site is modified based on  
this

施業伐採地の
より的確な抽出

追加エリア

カラヤイネン部長、メッツァハリタス林業㈱
次世代森林産業展2019、スマート精密林業報告会、長野



Operational planning

オフィスで作業明確化
・レーザ計測情報の分析

・自然の価値、鳥獣保護区、レクリエーショ
ン地区など考慮

・伐採区としての適地範囲を決定

・集計結果の計算

=> 伐採準備計画

現場で資源量測定しない
レーザ解析主題図や地理情報を活用

・データのチェック
（伐区境界、出材量、自然価値）

・木材伐採箇所の決定
（作業路網、集材・土場の位置）
・森林再生の方法と計画の確認

作業箇所の現地確認

以前の現地調査現場職員の負担軽減

安全、科学的
効率的

軽装で短時間
情報はデジタル化

労力で時間を要していた

カラヤイネン部長、メッツァハリタス林業㈱
次世代森林産業展2019、スマート精密林業報告会、長野



The plans are completed at the office

計画はGISに保存（伐採・育林）
Plans are stored in the GIS (cutting and 
silviculture)

指示・計画・地図ファイルはハーベスターの
収穫作業者に送信
Instructions, plans and map files are sent 
to a harvester later

関係当局に通知（伐採範囲、伐採と運
材期間、トラックと道路使用など）
Announcement is sent to the authorities

計画完成はオフィスで
カラヤイネン部長、メッツァハリタス林業㈱
次世代森林産業展2019、スマート精密林業報告会、長野



2025年フィンランドの精密林業
Precision forestry in Finland 2025

22

バストラント准教授（東フィンランド大学）

Mikko Vastaranta（ Univ. Eastern Finland）

レーザセンシングによるICTスマート林業in東京、2018

森林企業

森林所有者

バイオエオコミー
産業

消費者

社会

植林

施業

収穫流通

製品

再生産

森林を基本にした
バイオエコノミーにおけるデジタル化



Benefits of the forest digitalization

•森林の効率的な管理ツール
Tools for efficient management of forests

•関係者全てがアクセスできる森林情報
Forest information accessible for all interest groups

▪林業事業者 Forestry operators

▪森林の複合利用 Multiple use of forests

▪公共（国民）Public

•オープンデータ：民間サービスにとっての好機会、社会への経済的利益
Open forest data – opportunities for private service sector – economic gains for the society

•すべての林業関係者により多くのビジネスと利益をもたらします

More business and benefits for all forestry operators

森林デジタル化の便益

キンヌネン副社長、アルボナウト㈱、フィンランド

Jari Kinnunen（Arbonaut Ltd.）

次世代森林産業展2019、ICTスマート精密林業報告会、長野



3. スマート林業とは、何ですか

•林野庁のホームページ

•カナダのスマート精密林業

•フィンランドのスマート精密林業

•ニュージランドの先進林業 伐採現場
・平坦地はground-based harvesting
・傾斜地はタワーソーイング
・急傾斜地はアシストハーベスタ
日本では見たことない作業仕組み

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/smartforest/smart_forestry.html
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研究開発のタイムシリーズ
•航空レーザ計測 (ALS): 1990s 

•地上レーザ計測 (TLS): 2003～

•ドローン (UAV-LS): 2010 ～

•車両レーザ計測 (MLS): 2013 ～

•携帯レーザ計測 (PLS): 2013 ～

飛行軌跡

世界標準技術：森林のレーザ計測

GPSとIMＵの小型・高精度化



DCHM 

DTM 

DSM 

•地形モデル DTM
•表層モデル DSM
•樹冠モデル DCHM

レーザ計測の原理

⇒ 樹高、材積、曲がり

⇒ 地形、林道、防災

⇒ 樹冠、ギャップ、変化



単木の精密樹冠と資源量解析

ＥＵレーザセミナー in Finland 最先端レーザー研究所 in Finland 

世界No1のレーザ計測を学び、プログラム開発

日本林業の課題解決に向け先行して、最先端レーザ研究所、ＥＵレーザセミナーに単独訪問
単木の精密な資源量算出技術を開発して特許出願（特願2016-227207、出願特許5件）
当該事業では森林の見回りと収穫や間伐前後に計測し、間伐木の自動抽出と検証を行う

長所：点群50点/㎡

こだわり
・精密樹冠の作成
1つの樹冠に
1つの樹高（樹頂点）
・Excelで森林資源表

海外武者修行でドローンレーザの技術開発



4. レーザーセンシング情報を使用した
持続的なスマート精密林業の開発

農水省革新的技術開発事業（地域戦略プロ）【林業分野】 Ｈ28～31

【研究代表者】 加藤正人
【構 成 員 】 信州大学、北信州森林組合、アジア航測株式会社
【協 力 機 関】 長野県、中部森林管理局、長野県森林組合連合会、コマツ



関連特許による技術的優位性、技術開発の新規性と先導性
・資源管理4次元情報の一元管理
・単木レベルの資源量把握（樹高・DBH・材積）
・施業履歴、更新情報の管理 ・精密林業のデータ配信

⑤要素技術をかけ合わせた統合技術
・マルチステージ、多時期計測で、高精度な4次元情報LSの取得
・実証研究型コンソーシアムで現場で使えるデータの体制づくりと展開
・国際競争力のある地域イベーションを目指したスマート精密林業を先導

目標：4次元情報による生産性の高い精密林業

・オペレータナビゲーションシステム（工程管理）
・自動集計機能（収穫情報の見える化）

高精度情報の整備、運用体制の確立
（信州大学、北信州森林組合、アジア航測）

①高精度の森林資源情報
航空機ＬＳ （アジア航測）

②森林の見回りと森林調査
ドローンＬＳ （信州大学）

③地上での収穫調査
バックパックＬＳ（信州大学）

④収穫と素材生産→保育から木材生産にシフト
（北信州森林組合）

・適切な事業計画により生産設備の稼働率向上
・ＬＳ情報とＧＩＳの活用により、履歴管理と次回施業への
指標（適期施業の誘導）

地域の競争力強化の方針
実証地区の北信州森林組合を核とした長野県北部地域では現在の素材
販売量55,000 ㎥ を約2倍の100,000㎥ （平成30年度以降）に増
加することを目指しており、県内の優良普及モデルとして展開する。

樹木頂点認識方法（特許4279894号）
アジア航測 特許3件取得済み

樹種分類方法（特許4900356号）
信州大学 特許2件取得済み

レーザーセンシング（ＬＳ）情報

研究開発の内容：航空機・ドローン・バックパックのレーザーセンシング（ＬＳ）情報をかけ
合わせた統合技術により、一体的な統合技術として実証研究することで、国際競争力のある
地域イノベーションを目指したスマート精密林業を開発する。

レーザーセンシング情報を使用した持続的なスマート精密林業の開発

＊研究対象
森林情報と
地形情報
＊適用範囲
①→1000ha
②③→10ha



「LSによるスマート精密林業コンソ―シアム」体制

研究代表機関：

信州大学

コンソーシアム運営委員会

研究代表：
先鋭領域融合研究群

山岳科学研究所
教授 加藤 正人

研究マネジメント会議 普及担当会議

研究進捗の共有と地域貢献 （学術連携協定） 長野県、長野県各市町村、中部森林管理局、中信森林管理署

学術委員会（全国） 森林計画学会、森林リモートセンシング研究会、最先端レーザ計測研究会（信州大学主催）

研究管理運営機関：

信州大学
〇全体統括
〇LS情報の解析
〇LSを活用した森林管理業務

への技術開発・実証研究
〇スマート精密林業のマニュアル作
成

研究実施場所： 山岳科学研究所
研究・実証地区：
信州大学農学部構内演習林
北信州森林組合管内
中信森林管理署管内

アジア航測株式会社
〇LS情報の解析
〇LSを活用した森林管理業務

への技術開発・実証研究
〇森林GISの運用・改良
〇スマート精密林業のマニュアル作成

研究実施場所：アジア航測株式会社
研究・実証地区：北信州森林組合管
内

北信州森林組合
〇LSを活用した森林管理業務
の実践・検証
〇スマート精密林業のマニュアル
作成

研究実施場所：北信州森林組合
研究・実証地区：北信州森林組合管内

普及担当機関
長野県、中部森林管理局
長野県森林組合連合会

研究実証地区
○北信州森林組合管内（中野市・飯山市・

山ノ内町・木島平村・野沢温泉村）

○中信森林管理署管内（松本市、塩尻市）

生産現場への普及
・他森林組合、林業事業体への普及
・長野・岐阜・富山・愛知県に所在する
各森林管理署への普及

コマツ（協力機関）
〇ハーベスタヘッドのリース

産学官が連携しないと実証できない事業



国内初 ドローンレーザによる
精密な森林資源算定と精度検証

中信森林管理署 奈良井国有林

加藤正人・市川栞・中山智仁・トウソウキュウ・竹中悠輝・張桂安（信州大学）
岩塚伸人・角秀敏（中信森林管理署）・中野亨（国有林野総合利用推進室）

協力企業：㈱みるくる、㈱Ace-1、YellowScan (フランス)

先進モデル ドローンレーザ
平成28年度 革新的技術開発事業 研究成果



樹高計測 樹高26.26ｍ

レーザ計測データ 立木、笹、林床にクラス分け

オリジナル点群 カラーRGB画像

白枠から横断面図を作成



ドローンレーザのデータから表層モデルと樹高モデル
5cm、10cmの高分解能で作成できる。
ドローン10cmの樹冠解析図を示す

林道下からの３Ｄ表示

樹冠解析図
ドローンCHM10cm
点密度50点/㎡

離陸場所の部分拡大
単木ごとに詳細な枝ぶりが把握できる

結論： ドローンレーザの表層モデルと樹高モデル（CHM）は優れている
間伐や収穫などの単木レベルの解析には適している。



単木ごとにカラーで色分け
精密樹冠の自動抽出
林道や下層植生を除去

新技術① 単木樹冠抽出（ITD）法による
精密樹冠の自動抽出

特許第6570039号



樹冠内で最高値DCHMを樹高値

高精度な樹高(cm)の自動抽出 自動ラベリング 本数357本

新技術② 樹高とラベリング
特許第6570039号



単木材積の算定
・カラマツ樹冠、樹高、樹冠直径、樹冠面積を自動算定
・樹高は樹冠内の樹冠モデル（DCHM）の最大値
・胸高直径（DBH）は多変量解析から推定
・材積はDBH、樹高、樹種から東日本立木幹材積表の計算式から自動算出
・解析結果は現場で利用しやすいＭＳ社のExcelで出力・提供

新技術④ 単木ごとの材積算定

樹種
５：カラマツ
１０：広葉樹



新技術⑤ 林分ごとの森林資源量

解析結果
・1本ごとの全数による林分情報のEXCEL集計
・本数 357（344/ha）本、 材積 406.9（294.9/ha）ｍ3

・ドローンレーザ計測のみで、全数調査で詳細な森林資源情報を提供



5. スマート精密林業の現場実証

【コンソーシアム構成員】 信州大学、北信州森林組合、アジア航測株式会社
【協力機関】 長野県、中部森林管理局、長野県森林組合連合会、コマツ

現地検討会（平成29年10月10日：北信州森林組合）97名参加

平成29年度 革新的技術開発事業 研究成果



ドローンによる精密計測、間伐基準にもとづいた定性（点状）間伐による自動選木

ドローンレーザによる間伐計画

ドローンレーザー

間伐基準にもとづいた30％の定性（点状）間伐

Havested tree

残存木残存木

間伐木 間伐木

実証調査地
北信州森林組合
中野市牛首
カラマツ人工林

単木の精密樹冠とカラー画像表示

平成29年度 革新的技術開発事業 研究成果

特願2018-215554



タブレット端末の
ナビゲーション：
Forest Track

・運転者は運転席のディスプレイに表示されるマシン位置と
ドローンで選木された間伐木へナビゲーションと伐採

・採材情報はディスイプレイ表示でインターネット接続
運転者と同じ情報を共有
透明情報の見える化で 事務所へ

Cut & fell down
Screen change

Iotハ－ベスタによる情報共有型林業

Navigation



未来戦略2018

７３ページ



スマート林業の普及モデル

ＤＪＩ社 Phantom4
15

分
で
計
測

ドローン空撮

1本ごとに樹冠がよく見え、全数調査が可能

10ha/
フライト

⚫ 実用化

ドローンレーザの開発技術を普及型ドローン（RGBカメラ）で開発

特願2018-076426
国際（PCT）出願：JST採択



オープンキャンパス
平成29年7月29日（土）

注目技術 ドローンとレーザセンシング
• スマート精密林業
• ドローンレーザで精密な森林計測の技術開発
• 普及型ドローンで実用化

• 新聞記事
• ビデオ画像 ここまで見える
• 1本単位での樹木情報把握

• 質問
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＞省力化① 間伐前の森林資源把握＜
・（予備フライトと高精度GNSS測位）
・6月22日 フライト15分 設置、片付け含め40分
・標準木調査1日
・画像解析作業3日間
・撮影画像のモザイク結合、点群データの作成
・全数調査による精密樹冠、森林資源表の作成
・樹高区分、DBH区分、材積区分

・6月30日 伊那市に精密計測結果の提出

＞省力化② 間伐計画の立案と自動選木＜
・7月～10月 間伐作業（上伊那森林組合）

＞省力化③ 収穫木の確認と検査＜
・10月 伐採後をドローン撮影
・2月 報告会 収穫木の自動抽出

普及型ドローンによる精密計測と省力化
–伊那市長谷 浦団地カラマツ人工林－

モザイク結合



代表する成果（R1） 信州大学（Ａ）

⚫ 全体目標：レーザーセンシング（ＬＳ）情報を他の要素技術とかけ合わせた統合技術により、森林情
報の高度化、作業の省力化と持続的な木材生産性を向上させたスマート精密林業を開発する。

⚫ コンソーシアムの研究マネジメント会議と普及担当機関で協議し、普及に向けた先進モデルと普及
モデルの運用フローを作成した。

⚫ コンソーシアムメンバーと連携して、実証調査地である北信州森林組合と国有林森林管理署で間伐
施業による実証研究に取組んだ。

⚫ 北信森林管理署木島平国有林のカラマツとスギ人工林において、ドローンＬＳと地上ＬＳとのデータ
統合技術の開発と木材の品等区分技術を開発し、現地検討会で公開した。当該技術は、ドローンと
地上ＬＳの統合解析画像から安全かつ高精度に立木の品等情報を把握でき、収穫業務や森林の価
値・評価に活用できる。

地上ＬＳ（左）とドローンＬＳ（右）の統合試験
北信森林管理署管内（木島平村） 5月15日

樹冠と幹の３Ｄマッピング 材の品等区分

地上ＬＳとの統合動画



タスクフォースNAGANO 林野庁・スマート林業構築実践事業
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大学発林業ベンチャー起業 精密林業計測㈱
ＣＥＯは竹中悠輝君（博士課程）

停滞した国内林業に世界標準の新技術を開発
して、日本林業の成長産業化を目指す。
地域ビジネスで若者を雇用し、社会に貢献する

森林・林業の研究開発型大学発ベンチャー
2017年設立

ＣＥＯ

会社ＨＰ：http://prefore.org/
①先端技術のドローンとレーザ計測による精密森林情報
②林業の生産現場や自治体が導入可能な価格で提供
③大学発ベンチャーの特徴である地域貢献の推進
④生産現場のニーズに対応したビジネスモデルを創出し、
林業の成長産業化とイノベーションを目指します。

48

http://prefore.org/
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【研究代表機関】 信州大学
【共同研究機関】 北信州森林組合、アジア航測、精密林業計測、ジツタ
【協力機関】 中部森林管理局、長野県、伊那市、産業総合研究所人工知能研
究センター、 三菱総合研究所、 大林組、住友商事、日立国際電気、三井住友信
託銀行、日本政策投資銀行

ＩＣＴ生産計画

人員と機械 最適配置 出材・運材計画

流通と需給マッチング

林業でイノベーション創出を目指す
スマート精密林業の取組みがオープン・コンソ－シアムに拡大

異分野の国内フロントランナー
産学官現金連携コンソ

日本林業の成長産業化



「コンソーシアム」の体制

信州大学農学部
・品等区分と森林の価値、収穫予測
・ICT生産流通管理システムの開発

研究開発の全体統括

アジア航測株式会社

・LS精密森林資源
情報と生産計画

・北信州森林組合
・長野県森林組合連合会

大学発ベンチャー

精密林業計測株式会社
・LS情報の森林資源把握

商品開発

実証試験を主導

株式会社ジツタ
・山林境界の明確化
・立木強度の計測

技術提供

共同
開発

技術提供

研究分担機関

研究分担機関

研究分担機関

研究分担機関

社会実装の推進

社会実装の推進

研究代表機関

研究開発コンソーシアム

普及活動の助言

技術連携

株式会社
三菱総合研究所
・プラチナ構想ネッ
トワークとの連携、

市場調査等

協力機関

国立研究開発法人
産業総合研究所
・デジタルツインによ
るFIM技術開発

協力機関

三井住友
信託銀行
株式会社
・森林評価
の活用

株式会社大林組
・安全確保と作業情報の取得

・自治体支援モデル

住友商事株式会社
・森林境界の明確化

・自治体支援モデル

株式会社日立国際電気
・通信・位置情報補完システム

協力機関

協力機関

協力機関

協力機関

協力機関

株式会社
日本政策
投資銀行
・森林評価
の活用

①林業事業体 長野県北信地区

②自治体 西粟倉村、飯能市、伊那市

社会実装の
モデル地域

長野県 ・開発技術の現地適用と評価

中部森林管理局 ・フィールド提供 ・技術の現地検証
普及機関

・LS情報を活用した作業
シミュレーションの検証
・ICT生産流通管理シス
テムの開発・実証

異分野のフロントランナー結集

現
場
ニ
ー
ズ

・
技
術
協
力

技術連携

プロデューサー
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パネルディス
カッション

牧元林野庁長官

小宮山理事長

350名の事前登録満員



報道
「スマート林業」信大教授ら説明 信濃毎日新聞令和元年8月21日
ＮＨＫイブニング信州（18:10～）令和元年8月6日放送
信州大学など林業の担い手確保や安全性向上のため

http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/agriculture/lab/finfo/Osirase/shinmai2019Aug21.JPG
http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/agriculture/lab/finfo/photo/NHKAug06%20evening%20Shinshu.jpg


＞国際ジャーナル
加藤正人教授の研究チームが権威ある国際ジャーナルに掲載 信州大HP （1/27）

＞講演
令和2年度林業機械化推進シンポジウム 「コロナ禍における林業ＤＸへの取組」（2/5）

日本経済新聞社・日経BP総合研究所主催 オンラインシンポシム 12月18日
森林保全と都市木造化で持続可能な未来へ 木が実現するレジリエントな社会づくり

アグリビジネス創出フェア 出展と講演 主催：農林水産省 11月11日～13日
林-01（国）信州大学 林業成長産業化の実現、産官学金のフロントランナーが結集

＞ 新聞報道
ドローンやＡＩ活用した林業新技術 脱３Ｋに付加価値も信州大チームが開発 産経新聞（11/6）
信州大、林業向けシステム開発 ＡＩで省力化実現 日本経済新聞（10/30）
山の苗木状況をＡＩで確認 信州大学がシステム開発 中日新聞（10/30）
「スマート林業」ドローン画像で植栽苗木を検出 信大など 信濃毎日新聞（10/29）

＞ テレビ放送
ＡＩ技術活用 林業の大幅省力化へ ＮＨＫイブニング信州（10/28）動画付き
国内初、信大がシステム開発 ＡＩが苗木の生育状況を解析 信越放送ニュースワイド（10/30）

取材、技術相談、講演依頼

https://www.shinshu-u.ac.jp/institution/ims/topics/fr/remote-sensing-of-environment.html
http://f-survey.jp/cable/r2symposium.html
http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/agriculture/lab/finfo/Osirase/newspaper.JPG
https://agribiz-fair.maff.go.jp/
https://agribiz-fair.maff.go.jp/list_detail.php?keyno=111
https://www.sankei.com/premium/news/201106/prm2011060003-n1.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65659160Q0A031C2L21000/
https://www.chunichi.co.jp/article/145715
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visiting 
professor

DXで若者や女性に魅力的な林業にしましょう

行政は研究の一歩先を進み、研究開発は産学官連携で現場実証を進め、
技術レベルを一歩一歩世界標準に近づけることで、
若者や女性に魅力的な林業を、みんなで目指しましょう。

スマート精密林業オープンコンソーシアム

最先端レーザ計測の国際共同研究

信州大学演習林 2018年2月


