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(57)【要約】
【課題】各樹木に対応する樹冠を高精度に抽出すること
によって、森林資源情報を高精度に算定できる森林資源
情報算定方法を提供する。
【解決手段】レーザー計測データと地理的情報とに基づ
いて作成された調査対象森林域画像データに基づいて樹
冠高画像データを作成する樹冠高画像データ作成処理（
ステップＳ３０）と、樹冠高画像データに含まれるノイ
ズ除去処理を施す樹冠高画像データノイズ処理（ステッ
プＳ４０）と調査対象樹木の各樹木に対応する樹冠の抽
出が可能な精密樹冠画像データを、ノイズ処理済みの樹
冠高画像データに基づいて作成する精密樹冠画像データ
作成処理（ステップＳ５０）と、精密樹冠画像データか
ら各樹木に対応する樹冠に関する樹冠情報を作成する精
密樹冠情報作成処理（ステップＳ６０）と、精密樹冠情
報に基づいて調査対象森林域に関する森林資源情報を作
成する森林資源情報算定処理（ステップＳ７０）とを有
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
上空から調査対象森林域を含む地域にレーザー光を照射して得られたレーザー計測デー
タに基づいて、前記調査対象森林域に関する森林資源情報を作成する森林資源情報算定方
法であって、
前記レーザー計測データと地理的情報とに基づいて、調査対象森林域画像データを作成
する調査対象森林域画像データ作成処理ステップと、
前記調査対象森林域画像データに基づいて、前記調査対象森林域に存在する樹木の樹冠
高を表す樹冠高画像データを作成する樹冠高画像データ作成処理ステップと、
前記樹冠高画像データに含まれるノイズを除去するためのノイズ処理を施してノイズ処
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理済みの樹冠高画像データを作成する樹冠高画像データノイズ処理ステップと、
前記調査対象森林域に存在する植生のうち調査対象となる調査対象樹木の各樹木に対応
する樹冠の抽出が可能な精密樹冠画像データを、前記ノイズ処理済みの樹冠高画像データ
に基づいて作成する精密樹冠画像データ作成処理ステップと、
前記精密樹冠画像データから前記各樹木に対応する樹冠に関する樹冠情報を作成する精
密樹冠情報作成処理ステップと、
前記精密樹冠情報に基づいて前記調査対象森林域に関する森林資源情報を作成する森林
資源情報算定処理ステップと、
を有し、
前記樹冠高画像データに含まれるノイズには、前記レーザー計測データに含まれるレー
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ザー計測ノイズ、前記調査対象樹木よりも下層に存在している下層植生と、前記レーザー
光が前記樹冠を透過して地表に達することによって生じた樹冠透過パルスと、前記樹冠か
ら局部的に突出している徒長枝葉及び樹冠輪郭不明瞭部と、が含まれており、
前記樹冠高画像データノイズ処理ステップは、前記樹冠高画像データがメッシュ化され
た各メッシュのメッシュデータを用い前記ノイズ処理を行い、当該樹冠高画像データノイ
ズ処理ステップには、
前記レーザー計測ノイズを除去するレーザー計測ノイズ処理ステップと、
前記樹冠高画像データから前記下層植生を除去した下層植生処理画像データを作成する
下層植生処理ステップと、
前記下層植生処理画像データに対し、前記各樹木の平均的な樹冠直径に基づいて設定さ
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れている平均化フィルターを用いて前記各樹木の樹冠高の平均化処理を行うことにより平
均化処理画像データを作成する平均化処理ステップと、
前記平均化処理画像データと前記下層植生処理画像データとの差分をとる差分処理ステ
ップと、
前記差分処理ステップにより得られた差分の結果に基づいて、前記樹冠透過パルスを除
去した樹冠透過パルス処理画像データを作成する樹冠透過パルス処理ステップと、
前記差分処理ステップにより得られた差分の結果に基づいて、前記徒長枝葉を除去する
とともに前記樹冠輪郭不明瞭部を改善した樹冠輪郭処理画像データを作成する樹冠輪郭処
理ステップと、
が含まれていることを特徴とする森林資源情報算定方法。
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【請求項２】
請求項１に記載の森林資源情報算定方法において、
前記樹冠高画像データ作成処理ステップは、前記調査対象森林域画像データに基づいて
、メッシュ化されたデジタル表層モデルデータとデジタル標高モデルデータを作成し、各
メッシュにおいて前記デジタル表層モデルデータと前記デジタル標高モデルデータとの差
分を取ることによって、前記樹冠高画像データを作成することを特徴とする森林資源情報
算定方法。
【請求項３】
請求項２に記載の森林資源情報算定方法において、
前記下層植生処理ステップは、前記下層植生の樹冠高のうちの最大樹冠高を入力して、
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当該最大樹冠高以下の樹冠高を有するメッシュの画素値をゼロとすることを特徴とする森
林資源情報算定方法。
【請求項４】
請求項３に記載の森林資源情報算定方法において、
前記平均化処理ステップは、前記樹冠高画像データの各メッシュをそれぞれ処理対象メ
ッシュとし、当該処理対象メッシュに前記平均化フィルターを重ね合わせ、当該平均化フ
ィルターに含まれる各メッシュの樹冠高の平均値を当該処理対象メッシュの樹冠高とする
処理を、各処理対象メッシュにおいて順次行うことを特徴とする森林資源情報算定方法。
【請求項５】
請求項４に記載の森林資源情報算定方法において、
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前記差分処理ステップは、前記平均化処理画像データから下層植生処理画像データを差
し引くことによって前記平均化処理画像データと下層植生処理画像データとの差分値を求
める差分処理を各メッシュにおいて行うことを特徴とする森林資源情報算定方法。
【請求項６】
請求項５に記載の森林資源情報算定方法において、
前記樹冠透過パルス処理ステップは、前記差分処理によって得られた各メッシュの差分
値を横軸とし、当該差分値に対応するメッシュの数を縦軸とし、前記差分値がゼロ（０）
を平均値として作成されたヒストグラムを用い、当該ヒストグラムにおいて、前記差分処
理によって得られた各メッシュの差分値をＤとし、前記平均値よりもプラス側の標準偏差
をＳＤとし、前記平均値よりもマイナス側の標準偏差を−ＳＤとし、現時点で処理対象と
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するメッシュを処理対象メッシュとしたとき、
当該処理対象メッシュにおいて求められた差分値Ｄが、Ｄ＞ＳＤである場合には、当該
処理対象メッシュに対応する前記平均化処理画像データを当該処理対象メッシュのデータ
とし、当該処理対象メッシュにおいて求められた差分値Ｄが、Ｄ≦ＳＤである場合には、
当該処理対象メッシュに対応する前記下層植生処理画像データを当該処理対象メッシュの
データとして、前記樹冠透過パルス処理画像データを生成することを特徴とする森林資源
情報算定方法。
【請求項７】
請求項６に記載の森林資源情報算定方法において、
前記樹冠輪郭処理ステップは、前記処理対象メッシュにおいて求められた差分値Ｄが、
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Ｄ＜−ＳＤである場合には、当該処理対象メッシュに対応する前記樹冠透過パルス処理画
像データを平滑化処理して平滑化処理画像を作成し、
前記処理対象メッシュにおいて求められた差分値Ｄが、Ｄ≧−ＳＤである場合には、当
該処理対象メッシュに対応する前記樹冠透過パルス処理画像データを当該処理対象メッシ
ュのデータとして、前記樹冠輪郭処理画像データを生成することを特徴とする森林資源情
報算定方法。
【請求項８】
請求項７に記載の森林資源情報算定方法において、
前記精密樹冠画像データ作成処理ステップは、樹冠の縁部が樹冠部分よりも暗いことを
利用して前記精密樹冠画像データを作成することを特徴とする森林資源情報算定方法。
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【請求項９】
請求項８に記載の森林資源情報算定方法において、
前記精密樹冠情報作成処理ステップは、前記精密樹冠画像データを用いて、少なくとも
、前記各樹木に対応する樹冠のラベル番号、前記各樹木に対応する樹冠の樹冠位置、前記
各樹木に対応する樹冠の樹冠直径、前記各樹木に対応する樹冠の樹冠面積を前記精密樹冠
情報として算定することを特徴とする森林資源情報算定方法。
【請求項１０】
請求項９に記載の森林資源情報算定方法において、
前記森林資源情報算定処理ステップは、
前記各樹木の樹高を算定する樹高算定処理ステップと、
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前記各樹木において人間のほぼ胸の高さの直径を各樹木の胸高直径として算定する胸高
直径算定処理ステップと、
前記各樹木の材積を算定する材積算定処理ステップと、
前記各樹木の樹高、前記各樹木の胸高直径及び前記各樹木の材積と前記精密樹冠情報作
成処理ステップで算定された前記精密樹冠情報とを集計する処理を行う森林資源情報集計
処理ステップと、
を有することを特徴とする森林資源情報算定方法。
【請求項１１】
請求項１０に記載の森林資源情報算定方法において、
前記各樹木の樹高は、前記樹冠高画像データ作成ステップによって求められた樹冠高のう
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ち、各樹冠内において最大の樹冠高を当該樹冠における樹高とすることを特徴とする森林
資源情報算定方法。
【請求項１２】
請求項１０又は１１に記載の森林資源情報算定方法において、
前記各樹木の胸高直径は、前記当該樹木の樹冠面積及び前記樹冠直径の少なくとも一方
と、当該樹木の樹高とから重回帰式で算定することを特徴とする森林資源情報算定方法。
【請求項１３】
請求項１０〜１２のいずれかに記載の森林資源情報算定方法において、
前記森林資源情報算定処理ステップにおける前記森林資源情報集計処理ステップは、
前記調査対象樹木の本数、前記各樹木に対して算定された樹冠直径の平均値、前記各樹
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木に対して算定された樹冠直径のうちの最大値及び最小値、前記各樹木に対して算定され
た樹冠面積の平均値、前記各樹木に対して算定された樹冠面積のうちの最大値及び最小値
、前記各樹木に対して算定された胸高直径の平均値、前記各樹木に対して算定された胸高
直径のうちの最大値及び最小値と、前記各樹木に対して算定された樹高の平均値、前記各
樹木に対して算定された樹高のうちの最大値及び最小値、前記各樹木に対して算定された
材積の平均値、前記各樹木に対して算定された材積のうちの最大値及び最小値を算定する
処理をさらに有するとともに、前記調査対象樹木の単位面積当たりの本数及び材積を算定
する処理をさらに有することを特徴とする森林資源情報算定方法。
【請求項１４】
上空から調査対象森林域を含む地域にレーザー光を照射して得られたレーザー計測デー
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タに基づいて、前記調査対象森林域に関する森林資源情報を作成する森林資源情報算定装
置であって、
前記レーザー計測データと地理的情報とに基づいて、調査対象森林域画像データを作成
する調査対象森林域画像データ作成処理部と、
前記調査対象森林域画像データに基づいて、前記調査対象森林域に存在する樹木の樹冠
高を表す樹冠高画像データを作成する樹冠高画像データ作成処理部と、
前記樹冠高画像データに含まれるノイズを除去するためのノイズ処理を施してノイズ処
理済みの樹冠高画像データを作成する樹冠高画像データノイズ処理部と、
前記調査対象森林域に存在する植生のうち調査対象となる調査対象樹木の各樹木に対応
する樹冠の抽出が可能な精密樹冠画像データを、前記ノイズ処理済みの樹冠高画像データ
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に基づいて作成する精密樹冠画像データ作成処理部と、
前記精密樹冠画像データから前記各樹木に対応する樹冠に関する樹冠情報を作成する精
密樹冠情報作成処理部と、
前記精密樹冠情報に基づいて前記調査対象森林域に関する森林資源情報を作成する森林
資源情報算定処理部と、
を有し、
前記樹冠高画像データに含まれるノイズには、前記レーザー計測データに含まれるレー
ザー計測ノイズ、前記調査対象樹木よりも下層に存在している下層植生と、前記レーザー
光が前記樹冠を透過して地表に達することによって生じた樹冠透過パルスと、前記樹冠か
ら局部的に突出している徒長枝葉及び樹冠輪郭不明瞭部と、が含まれており、
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前記樹冠高画像データノイズ処理部は、前記樹冠高画像データがメッシュ化された各メ
ッシュのメッシュデータを用い前記ノイズ処理を行い、当該樹冠高画像データノイズ処理
部には、
前記レーザー計測ノイズを除去するレーザー計測ノイズ処理部と、
前記樹冠高画像データから前記下層植生を除去した下層植生処理画像データを作成する
下層植生処理部と、
前記下層植生処理画像データに対し、前記各樹木の平均的な樹冠直径に基づいて設定さ
れている平均化フィルターを用いて前記各樹木の樹冠高の平均化処理を行うことにより平
均化処理画像データを作成する平均化処理部と、
前記平均化処理画像データと前記下層植生処理画像データとの差分をとる差分処理部と
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、
前記差分処理部により得られた差分の結果に基づいて、前記樹冠透過パルスを除去した
樹冠透過パルス処理画像データを作成する樹冠透過パルス処理部と、
前記差分処理部により得られた差分の結果に基づいて、前記徒長枝葉を除去するととも
に前記樹冠輪郭不明瞭部を改善した樹冠輪郭処理画像データを作成する樹冠輪郭処理部と
、
が含まれていることを特徴とする森林資源情報算定装置。
【請求項１５】
請求項１４記載の森林資源情報算定装置において、
前記樹冠高画像データ作成処理部は、前記調査対象森林域画像データに基づいて、メッ
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シュ化されたデジタル表層モデルデータとデジタル標高モデルデータを作成し、各メッシ
ュにおいて前記デジタル表層モデルデータと前記デジタル標高モデルデータとの差分を取
ることによって、前記樹冠高画像データを作成することを特徴とする森林資源情報算定装
置。
【請求項１６】
請求項１４に記載の森林資源情報算定装置において、
前記下層植生処理部は、前記下層植生の樹冠高のうちの最大樹冠高を入力して、当該最
大樹冠高以下の樹冠高を有するメッシュの画素値をゼロとすることを特徴とする森林資源
情報算定装置。
【請求項１７】
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請求項１６に記載の森林資源情報算定装置において、
前記平均化処理部は、前記樹冠高画像データの各メッシュをそれぞれ処理対象メッシュ
とし、当該処理対象メッシュに前記平均化フィルターを重ね合わせ、当該平均化フィルタ
ーに含まれる各メッシュの樹冠高の平均値を当該処理対象メッシュの樹冠高とする処理を
、各処理対象メッシュにおいて順次行うことを特徴とする森林資源情報算定装置。
【請求項１８】
請求項１７に記載の森林資源情報算定装置において、
前記差分処理装置は、前記平均化処理画像データから下層植生処理画像データを差し引
くことによって前記平均化処理画像データと下層植生処理画像データとの差分値を求める
差分処理を各メッシュにおいて行うことを特徴とする森林資源情報算定装置。
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【請求項１９】
請求項１８に記載の森林資源情報算定装置において、
前記樹冠透過パルス処理部は、前記差分処理によって得られた各メッシュの差分値を横
軸とし、当該差分値に対応するメッシュの数を縦軸とし、前記差分値がゼロ（０）を平均
値として作成されたヒストグラムを用い、当該ヒストグラムにおいて、前記差分処理によ
って得られた各メッシュの差分値をＤとし、前記平均値よりもプラス側の標準偏差をＳＤ
とし、前記平均値よりもマイナス側の標準偏差を−ＳＤとし、現時点で処理対象とするメ
ッシュを処理対象メッシュとしたとき、
当該処理対象メッシュにおいて求められた差分値Ｄが、Ｄ＞ＳＤである場合には、当該
処理対象メッシュに対応する前記平均化処理画像データを当該処理対象メッシュのデータ
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とし、当該処理対象メッシュにおいて求められた差分値Ｄが、Ｄ≦ＳＤである場合には、
当該処理対象メッシュに対応する前記下層植生処理画像データを当該処理対象メッシュの
データとして、前記樹冠透過パルス処理画像データを生成することを特徴とする森林資源
情報算定装置。
【請求項２０】
請求項１９に記載の森林資源情報算定装置において、
前記樹冠輪郭処理部は、前記処理対象メッシュにおいて求められた差分値Ｄが、Ｄ＜−
ＳＤである場合には、当該処理対象メッシュに対応する前記樹冠透過パルス処理画像デー
タを平滑化処理して平滑化処理画像を作成し、
前記処理対象メッシュにおいて求められた差分値Ｄが、Ｄ≧−ＳＤである場合には、当
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該処理対象メッシュに対応する前記樹冠透過パルス処理画像データを当該処理対象メッシ
ュのデータとして、前記樹冠輪郭処理画像データを生成することを特徴とする森林資源情
報算定装置。
【請求項２１】
請求項２０に記載の森林資源情報算定装置において、
前記精密樹冠画像データ作成部は、樹冠の縁部が樹冠部分よりも暗いことを利用して前
記精密樹冠画像データを作成することを特徴とする森林資源情報算定装置。
【請求項２２】
請求項２１に記載の森林資源情報算定装置において、
前記精密樹冠情報作成部は、前記精密樹冠画像データを用いて、少なくとも、前記各樹

20

木に対応する樹冠のラベル番号、前記各樹木に対応する樹冠の樹冠位置、前記各樹木に対
応する樹冠の樹冠直径、前記各樹木に対応する樹冠の樹冠面積を前記精密樹冠情報として
算定することを特徴とする森林資源情報算定装置。
【請求項２３】
請求項２２に記載の森林資源情報算定装置において、
前記森林資源情報算定部は、
前記各樹木の樹高を算定する樹高算定処理部と、
前記各樹木において人間のほぼ胸の高さの直径を各樹木の胸高直径として算定する胸高
直径算定処理部と、
前記各樹木の材積を算定する材積算定処理部と、
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前記各樹木の樹高、前記各樹木の胸高直径及び前記各樹木の材積と前記精密樹冠情報作
成処理部で算定された前記精密樹冠情報とを集計する処理を行う森林資源情報集計処理部
と、
を有することを特徴とする
森林資源情報算定装置。
【請求項２４】
請求項２３に記載の森林資源情報算定装置において、
前記各樹木の樹高は、前記樹冠高画像データ作成部によって求められた樹冠高のうち、各
樹冠内において最大の樹冠高を当該樹冠における樹高とすることを特徴とする森林資源情
報算定装置。
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【請求項２５】
請求項２３又は２４に記載の森林資源情報算定装置において、
前記各樹木の胸高直径は、前記当該樹木の樹冠面積及び前記樹冠直径の少なくとも一方
と、当該樹木の樹高とから重回帰式で算定することを特徴とする森林資源情報算定装置。
【請求項２６】
請求項２３〜２５のいずれかに記載の森林資源情報算定装置において、
前記森林資源情報算定処理部における前記森林資源情報集計処理部は、
前記調査対象樹木の本数、前記各樹木に対して算定された樹冠直径の平均値、前記各樹
木に対して算定された樹冠直径のうちの最大値及び最小値、前記各樹木に対して算定され
た樹冠面積の平均値、前記各樹木に対して算定された樹冠面積のうちの最大値及び最小値
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、前記各樹木に対して算定された胸高直径の平均値、前記各樹木に対して算定された胸高
直径のうちの最大値及び最小値と、前記各樹木に対して算定された樹高の平均値、前記各
樹木に対して算定された樹高のうちの最大値及び最小値、前記各樹木に対して算定された
材積の平均値、前記各樹木に対して算定された材積のうちの最大値及び最小値を算定する
処理をさらに有するとともに、前記調査対象樹木の単位面積当たりの本数及び材積を算定
する処理をさらに行うことを特徴とする森林資源情報算定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、森林資源情報算定方法及び森林資源情報算定装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
森林資源に関する情報（森林資源情報という。）は、森林管理において重要な基礎情報
である。森林資源情報は、従来においては、地上調査によって、調査員が標準的な森林と
思われる箇所に小面積の調査地を設定して、当該調査地における樹木の位置、胸高直径、
樹高を測定し、その結果に管理面積を乗ずることで、全体の森林資源情報を推定する方法
が広く行われている。
【０００３】
しかしながら、森林は一様でないため、小面積の測定結果に管理面積を乗ずる方法では
精度の点で問題がある。森林資源情報の推定精度を上げるためには、現地調査箇所の数を
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増やすことが考えられるが、現地調査箇所の数を増やすと、多大な労力と費用を要する。
【０００４】
一方、近年、上空から調査対象となる森林域にレーザー光を照射することよって得られ
たレーザー計測データ（３次元の点群データ）に基づいて樹木（単木）単位で森林資源情
報を算定することも行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４９４６０７２号公報
【特許文献２】特許第４２７９８９４号公報
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【特許文献３】特許第５５０７４１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
特許文献１及び２は、レーザー計測データに基づいて樹木の頂点（樹木頂点という。）
を抽出するものであり、特許文献３はレーザー計測データに基づいて樹木の位置（樹木位
置という。）を抽出するものである。
【０００７】
しかしながら、特許文献１〜３に記載されている発明は、いずれも、調査対象となる森
林域（調査対象森林域という。）において、調査対象となる樹木（調査対象樹木という。

40

）の各樹木（単木）に対応する樹冠を高精度に抽出していない。
【０００８】
このため、上記特許文献１及び２に記載された発明を用いて樹木頂点を抽出しようとす
ると、樹木頂点が過剰抽出されてしまう場合があり、各樹木の樹木頂点を正しく抽出でき
ないこととなる。また、特許文献３に記載された発明を用いて樹木位置を抽出しようとす
ると、特許文献１及び２に記載された発明と同様に、樹木頂点が過剰抽出されてしまう場
合があるため、樹木位置を正しく抽出できないこととなる。これは特許文献１〜３に記載
されている発明においては、上記したように、各樹木に対応する樹冠を高精度に抽出して
いないためであり、１つの樹冠の中に、複数の樹木頂点が存在してしまうことによるもの
である。なお、この明細書において、「樹冠」とは森林を構成する各樹木を上部から見た
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ときに各樹木の枝と葉で構成された部分をいう。
【０００９】
さらに、森林資源情報の１つとして各樹木の材積を求める場合、各樹木の胸高直径と樹
高の２変数材積式から求めるのが一般的であるが、特許文献１〜３に記載されている発明
においては、上記したように樹木頂点が過剰抽出されてしまう場合があるため、各樹木の
樹高を高精度に求めることができず、また、特許文献１〜３に記載されている発明におい
ては、胸高直径は求めてはいない。このため、仮に、各樹木の樹高が求められたとしても
、樹高のみで材積を求めた場合には、林分の立木本数や樹冠疎密度の違いから、樹高が同
じでも胸高直径の異なる樹木が多く存在するため、材積を高精度に求めることができない
10

。
【００１０】
このように、上記特許文献１〜３においては、各樹木の樹冠を高精度に抽出していない
ため、各樹木の樹高、胸高直径及びこれら樹高と胸高直径とから得られる材積などの森林
資源情報を高精度に算定できないといった問題がある。
【００１１】
そこで本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、調査対象樹木の各樹
木に対応する樹冠を高精度に抽出することによって、森林資源情報を高精度に算定できる
森林資源情報算定方法及び森林資源算情報定装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】

20

［１］本発明の森林資源情報算定方法は、上空から調査対象森林域を含む地域にレーザ
ー光を照射して得られたレーザー計測データに基づいて、前記調査対象森林域に関する森
林資源情報を作成する森林資源情報算定方法であって、前記レーザー計測データと地理的
情報とに基づいて、調査対象森林域画像データを作成する調査対象森林域画像データ作成
処理ステップと、前記調査対象森林域画像データに基づいて、前記調査対象森林域に存在
する樹木の樹冠高を表す樹冠高画像データを作成する樹冠高画像データ作成処理ステップ
と、前記樹冠高画像データに含まれるノイズを除去するためのノイズ処理を施してノイズ
処理済みの樹冠高画像データを作成する樹冠高画像データノイズ処理ステップと、前記調
査対象森林域に存在する植生のうち調査対象となる調査対象樹木の各樹木に対応する樹冠
の抽出が可能な精密樹冠画像データを、前記ノイズ処理済みの樹冠高画像データに基づい

30

て作成する精密樹冠画像データ作成処理ステップと、前記精密樹冠画像データから前記各
樹木に対応する樹冠に関する樹冠情報を作成する精密樹冠情報作成処理ステップと、前記
精密樹冠情報に基づいて前記調査対象森林域に関する森林資源情報を作成する森林資源情
報算定処理ステップと、を有し、前記樹冠高画像データに含まれるノイズには、前記レー
ザー計測データに含まれるレーザー計測ノイズ、前記調査対象樹木よりも下層に存在して
いる下層植生と、前記レーザー光が前記樹冠を透過して地表に達することによって生じた
樹冠透過パルスと、前記樹冠から局部的に突出している徒長枝葉及び樹冠輪郭不明瞭部と
、が含まれており、前記樹冠高画像データノイズ処理ステップは、前記樹冠高画像データ
がメッシュ化された各メッシュのメッシュデータを用い前記ノイズ処理を行い、当該樹冠
高画像データノイズ処理ステップには、前記レーザー計測ノイズを除去するレーザー計測
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ノイズ処理ステップと、前記樹冠高画像データから前記下層植生を除去した下層植生処理
画像データを作成する下層植生処理ステップと、前記下層植生処理画像データに対し、前
記各樹木の平均的な樹冠直径に基づいて設定されている平均化フィルターを用いて前記各
樹木の樹冠高の平均化処理を行うことにより平均化処理画像データを作成する平均化処理
ステップと、前記平均化処理画像データと前記下層植生処理画像データとの差分をとる差
分処理ステップと、前記差分処理ステップにより得られた差分の結果に基づいて、前記樹
冠透過パルスを除去した樹冠透過パルス処理画像データを作成する樹冠透過パルス処理ス
テップと、前記差分処理ステップにより得られた差分の結果に基づいて、前記徒長枝葉を
除去するとともに前記樹冠輪郭不明瞭部を改善した樹冠輪郭処理画像データを作成する樹
冠輪郭処理ステップと、が含まれていることを特徴とする。
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【００１３】
このように、本発明の森林資源情報算定方法においては、上空から調査対象森林域を含
む地域にレーザー光を照射して得られたレーザー計測データに基づいて調査対象森林域画
像データを作成し、当該調査対象森林域画像データに基づいて樹冠高画像データを作成し
て、当該樹冠高画像データからノイズを除去するためのノイズ処理を施すことによって、
ノイズ処理済みの樹冠高画像データを作成し、当該ノイズ処理済みの樹冠高画像データに
基づいて精密樹冠画像データを作成する。このようにして作成された精密樹冠画像データ
は、調査対象樹木の各樹木に対応した各樹冠を高精度に抽出可能な精密樹冠画像データと
なる。このため、当該精密樹冠画像データに基づいて作成した精密樹冠情報は、調査対象
樹木の各樹木に対応した高精度な樹冠情報となり、当該精密樹冠情報に基づいて、森林資

10

源に関する情報（森林資源情報）を算定することにより、高精度な森林資源情報を得るこ
とができる（例えば、図１８〜図２０参照。）。これにより、計測誤差が少なく客観性の
高い高精度な森林資源情報を調査対象森林域の全域、小班ごと、任意の範囲において提供
できることから、間伐などの森林施業立案などの森林管理に活用できる。
【００１４】
［２］本発明の森林資源情報算定方法においては、前記調査対象森林域画像データに基
づいて、メッシュ化されたデジタル表層モデルデータとデジタル標高モデルデータを作成
し、各メッシュにおいて前記デジタル表層モデルデータと前記デジタル標高モデルデータ
との差分を取ることによって、前記樹冠高画像データを作成することが好ましい。
【００１５】
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これにより、樹冠高を高精度に算定することができる。なお、この場合、デジタル表層
モデルデータというのは、樹木などの表層の標高を表すデータを指し、デジタル標高モデ
ルデータというのは、地表の標高を表すデータを指している。従って、デジタル表層モデ
ルデータと前記デジタル標高モデルデータとの差分を取ることによって樹冠高（地表から
の樹冠の高さ）を求めることができる。
【００１６】
［３］本発明の森林資源情報算定方法においては、前記下層植生処理ステップは、前記
下層植生の樹冠高のうちの最大樹冠高を入力して、当該最大樹冠高以下の樹冠高を有する
メッシュの画素値をゼロとすることが好ましい。
【００１７】

30

これにより、下層植生をノイズとして確実に除去でき、ディスプレイ上に表示される樹
冠高画像においては、下層植生を黒表示することができる。
【００１８】
［４］本発明の森林資源情報算定方法においては、前記平均化処理ステップは、前記樹
冠高画像データの各メッシュをそれぞれ処理対象メッシュとし、当該処理対象メッシュに
前記平均化フィルターを重ね合わせ、当該平均化フィルターに含まれる各メッシュの樹冠
高の平均値を当該処理対象メッシュの樹冠高とする処理を、各処理対象メッシュにおいて
順次行うことが好ましい。
【００１９】
このような平均化処理を行うことにより、樹冠透過パルスは、周囲に存在する樹冠など
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の影響を受けて、より高い樹冠高として認識され、逆に、徒長枝葉は、周囲の地表などの
影響を受けて、より低い樹冠高として認識される。このため、元画像データ（この場合、
下層植生を除去処理した下層植生処理画像データ）との差分を取ると、差分値が樹冠部分
に比べて大きくなるため、樹冠透過パルス及び徒長枝葉の存在を確実に認識することがで
きる。これにより、樹冠透過パルス及び徒長枝葉をノイズとして除去する処理を確実に行
うことができる。
【００２０】
［５］本発明の森林資源情報算定方法においては、前記差分処理ステップは、前記平均
化処理画像データから下層植生処理画像データを差し引くことによって前記平均化処理画
像データと下層植生処理画像データとの差分値を求める差分処理を各メッシュにおいて行
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うことが好ましい。
【００２１】
このように、平均化処理画像データから下層植生処理画像データを差し引いて、平均化
処理画像データと下層植生処理画像データ（元画像データ）との差分値を求めることによ
り、樹冠透過パルスに対応するメッシュにおいて求められる差分値及び徒長枝葉に対応す
るメッシュにおいて求められる差分値を、樹冠部分のメッシュにおいて求められる差分値
に比べてより大きな値として得ることができる。
【００２２】
［６］本発明の森林資源情報算定方法においては、前記樹冠透過パルス処理ステップは
、前記差分処理によって得られた各メッシュの差分値を横軸とし、当該差分値に対応する
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メッシュの数を縦軸とし、前記差分値がゼロ（０）を平均値として作成されたヒストグラ
ムを用い、当該ヒストグラムにおいて、前記差分処理によって得られた各メッシュの差分
値をＤとし、前記平均値よりもプラス側の標準偏差をＳＤとし、前記平均値よりもマイナ
ス側の標準偏差を−ＳＤとし、現時点で処理対象とするメッシュを処理対象メッシュとし
たとき、当該処理対象メッシュにおいて求められた差分値Ｄが、Ｄ＞ＳＤである場合には
、当該処理対象メッシュに対応する前記平均化処理画像データを当該処理対象メッシュの
データとし、当該処理対象メッシュにおいて求められた差分値Ｄが、Ｄ≦ＳＤである場合
には、当該処理対象メッシュに対応する前記下層植生処理画像データを当該処理対象メッ
シュのデータとして、前記樹冠透過パルス処理画像データを生成することが好ましい。
【００２３】

20

このように作成されたヒストグラムを用いて、処理対象メッシュにおいて求められた差
分値Ｄが、Ｄ＞ＳＤであるか否かを判断して、Ｄ＞ＳＤである場合には、当該処理対象メ
ッシュに対応する前記平均化処理画像データを当該処理対象メッシュのデータとし、当該
処理対象メッシュにおいて求められた差分値Ｄが、Ｄ≦ＳＤである場合には、当該処理対
象メッシュに対応する前記下層植生処理画像データを当該処理対象メッシュのデータとし
て、樹冠透過パルス処理画像データを生成することにより、生成された樹冠透過パルス処
理画像データにおいては、樹冠透過パルスが除去されたものとなる。
【００２４】
［７］本発明の森林資源情報算定方法においては、前記樹冠輪郭処理ステップは、前記
処理対象メッシュにおいて求められた差分値Ｄが、Ｄ＜−ＳＤである場合には、当該処理
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対象メッシュに対応する前記樹冠透過パルス処理画像データを平滑化処理して平滑化処理
画像を作成し、前記処理対象メッシュにおいて求められた差分値Ｄが、Ｄ≧−ＳＤである
場合には、当該処理対象メッシュに対応する前記樹冠透過パルス処理画像データを当該処
理対象メッシュのデータとして、前記樹冠輪郭処理画像データを生成することが好ましい
。
【００２５】
この場合も、上記ヒストグラムを用いて、処理対象メッシュにおいて求められた差分値
Ｄが、Ｄ＜−ＳＤである場合には、当該処理対象メッシュを平滑化処理し、当該処理対象
メッシュにおいて求められた差分値Ｄが、Ｄ≧−ＳＤである場合には、処理対象メッシュ
に対応する樹冠透過パルス処理画像データを当該処理対象メッシュのデータとして樹冠輪

40

郭処理画像データを生成することにより、生成された樹冠輪郭処理画像データにおいては
、徒長枝葉が除去されたものとなるとともに樹冠の輪郭を滑らかなものとなる。
【００２６】
［８］本発明の森林資源情報算定方法においては、前記精密樹冠画像データ作成ステッ
プは、樹冠の縁部が樹冠部分よりも暗いことを利用して前記精密樹冠画像データを作成す
ることが好ましい。
【００２７】
これにより、調査対象樹木の各樹木に対応した樹冠を高精度に抽出できる。なお、樹冠
の縁部が樹冠部分よりも暗いことを利用して精密樹冠画像データを作成することは、単木
樹冠抽出のインディヴィジュアル・ツリー・ディテクション法（Individual tree detect
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ion method）を用いて自動抽出することができる。
【００２８】
［９］本発明の森林資源情報算定方法においては、前記精密樹冠情報作成処理ステップ
は、前記精密樹冠画像データを用いて、少なくとも、前記各樹木に対応する樹冠のラベル
番号、前記各樹木に対応する樹冠の樹冠位置、前記各樹木に対応する樹冠の樹冠直径、前
記各樹木に対応する樹冠の樹冠面積を前記精密樹冠情報として算定することが好ましい。
【００２９】
これにより、調査対象樹木の各樹木に対応する樹冠の情報として、高精度な精密樹冠情
報を得ることができ、当該精密樹冠情報に基づいて森林資源に関する情報（森林資源情報
）を算定することにより、高精度な森林資源情報を得ることができる。

10

【００３０】
［１０］本発明の森林資源情報算定方法においては、前記各樹木の樹高を算定する樹高
算定処理ステップと、前記各樹木において人間のほぼ胸の高さの直径を各樹木の胸高直径
として算定する胸高直径算定処理ステップと、前記各樹木の材積を算定する材積算定処理
ステップと、前記各樹木の樹高、前記各樹木の胸高直径及び前記各樹木の材積と前記精密
樹冠情報作成処理ステップで算定された前記精密樹冠情報とを集計する処理を行う森林資
源情報集計処理ステップと、を有することが好ましい。
【００３１】
このような処理を行うことによって、調査対象樹木の各樹木の樹高、胸高直径、材積を
算定することができるとともに、算定された樹高、胸高直径、材積と、精密樹冠情報作成

20

ステップで算定された精密樹冠情報（各樹木に対応する樹冠のラベル番号、各樹木に対応
する樹冠の樹冠位置、各樹木に対応する樹冠の樹冠面積、各樹木に対応する樹冠の樹冠直
径など）とを、各樹木の資源情報（単木資源情報という。）として集計することができる
。そして、集計した単木資源情報を属性データベースに登録し、当該属性データベースに
登録されている単木資源情報を、一覧表としてディスプレイ上に表示することができる。
【００３２】
［１１］本発明の森林資源情報算定方法においては、前記各樹木の樹高は、前記樹冠高
画像データ作成ステップによって求められた樹冠高のうち、各樹冠内において最大の樹冠
高を当該樹冠における樹高とすることが好ましい。
【００３３】

30

これにより、各樹冠に対応した樹高を得ることができ、それによって、調査対象樹木の
各樹木の高さ（樹高）を高精度に算定することができる。
【００３４】
［１２］本発明の森林資源情報算定方法においては、前記各樹木の胸高直径は、前記当
該樹木の樹冠面積及び前記樹冠直径の少なくとも一方と、当該樹木の樹高とから重回帰式
で算定することが好ましい。
【００３５】
胸高直径は、樹冠面積や樹冠直径、樹高と強い相関がある。このため、樹冠面積及び樹
冠直径の少なくとも一方と、樹高とから重回帰式で胸高直径を算定することができる。ま
た、内挿法で未測定木の胸高直径を算定することができる。これによって、調査対象森林

40

域に存在する調査対象樹木すべての胸高直径を算定することができる。なお、重回帰式を
求める場合、樹種ごとに現地調査において標準木を１０数本程度選び、選んだ標準木の樹
冠面積、樹冠直径及び樹高を測定することから重回帰式の変数を求めることが好ましい。
【００３６】
［１３］本発明の森林資源情報算定方法においては、前記森林資源情報算定処理ステッ
プにおける前記森林資源情報集計処理ステップは、前記調査対象樹木の本数、前記各樹木
に対して算定された樹冠直径の平均値、前記各樹木に対して算定された樹冠直径のうちの
最大値及び最小値、前記各樹木に対して算定された樹冠面積の平均値、前記各樹木に対し
て算定された樹冠面積のうちの最大値及び最小値、前記各樹木に対して算定された胸高直
径の平均値、前記各樹木に対して算定された胸高直径のうちの最大値及び最小値と、前記
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各樹木に対して算定された樹高の平均値、前記各樹木に対して算定された樹高のうちの最
大値及び最小値、前記各樹木に対して算定された材積の平均値、前記各樹木に対して算定
された材積のうちの最大値及び最小値を算定する処理をさらに有するとともに、前記調査
対象樹木の単位面積当たりの本数及び材積を算定する処理をさらに有することが好ましい
。
【００３７】
これによって得られた算定結果を森林資源の概要を示す森林資源概要情報として属性デ
ータベースに登録する処理を行い、当該属性データベースに登録されている森林資源概要
情報を、一覧表としてディスプレイ上に表示することによって、調査対処森林域の森林資
源の概要を把握することができる。

10

【００３８】
［１４］本発明の森林資源情報算定装置は、上空から調査対象森林域を含む地域にレー
ザー光を照射して得られたレーザー計測データに基づいて、前記調査対象森林域に関する
森林資源情報を作成する森林資源情報算定装置であって、前記レーザー計測データと地理
的情報とに基づいて、調査対象森林域画像データを作成する調査対象森林域画像データ作
成処理部と、前記調査対象森林域画像データに基づいて、前記調査対象森林域に存在する
樹木の樹冠高を表す樹冠高画像データを作成する樹冠高画像データ作成処理部と、前記樹
冠高画像データに含まれるノイズを除去するためのノイズ処理を施してノイズ処理済みの
樹冠高画像データを作成する樹冠高画像データノイズ処理部と、前記調査対象森林域に存
在する植生のうち調査対象となる調査対象樹木の各樹木に対応する樹冠の抽出が可能な精

20

密樹冠画像データを、前記ノイズ処理済みの樹冠高画像データに基づいて作成する精密樹
冠画像データ作成処理部と、前記精密樹冠画像データから前記各樹木に対応する樹冠に関
する樹冠情報を作成する精密樹冠情報作成処理部と、前記精密樹冠情報に基づいて前記調
査対象森林域に関する森林資源情報を作成する森林資源情報算定処理部と、を有し、前記
樹冠高画像データに含まれるノイズには、前記レーザー計測データに含まれるレーザー計
測ノイズ、前記調査対象樹木よりも下層に存在している下層植生と、前記レーザー光が前
記樹冠を透過して地表に達することによって生じた樹冠透過パルスと、前記樹冠から局部
的に突出している徒長枝葉及び樹冠輪郭不明瞭部と、が含まれており、前記樹冠高画像デ
ータノイズ処理部は、前記樹冠高画像データがメッシュ化された各メッシュのメッシュデ
ータを用い前記ノイズ処理を行い、当該樹冠高画像データノイズ処理部には、前記レーザ

30

ー計測ノイズを除去するレーザー計測ノイズ処理部と、前記樹冠高画像データから前記下
層植生を除去した下層植生処理画像データを作成する下層植生処理部と、前記下層植生処
理画像データに対し、前記各樹木の平均的な樹冠直径に基づいて設定されている平均化フ
ィルターを用いて前記各樹木の樹冠高の平均化処理を行うことにより平均化処理画像デー
タを作成する平均化処理部と、前記平均化処理画像データと前記下層植生処理画像データ
との差分をとる差分処理部と、前記差分処理部により得られた差分の結果に基づいて、前
記樹冠透過パルスを除去した樹冠透過パルス処理画像データを作成する樹冠透過パルス処
理部と、前記差分処理部により得られた差分の結果に基づいて、前記徒長枝葉を除去する
とともに前記樹冠輪郭不明瞭部を改善した樹冠輪郭処理画像データを作成する樹冠輪郭処
理部と、が含まれていることを特徴とする。

40

ことを特徴とする。
【００３９】
［１５］本発明の森林資源情報算定装置においては、前記調査対象森林域画像データに
基づいて、メッシュ化されたデジタル表層モデルデータとデジタル標高モデルデータを作
成し、各メッシュにおいて前記デジタル表層モデルデータと前記デジタル標高モデルデー
タとの差分を取ることによって、前記樹冠高画像データを作成することが好ましい。
【００４０】
［１６］本発明の森林資源情報算定装置においては、前記下層植生処理部は、前記下層
植生の樹冠高のうちの最大樹冠高を入力して、当該最大樹冠高以下の樹冠高を有するメッ
シュの画素値をゼロとすることが好ましい。
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【００４１】
［１７］本発明の森林資源情報算定装置においては、前記平均化処理部は、前記樹冠高
画像データの各メッシュをそれぞれ処理対象メッシュとし、当該処理対象メッシュに前記
平均化フィルターを重ね合わせ、当該平均化フィルターに含まれる各メッシュの樹冠高の
平均値を当該処理対象メッシュの樹冠高とする処理を、各処理対象メッシュにおいて順次
行うことが好ましい。
【００４２】
［１８］本発明の森林資源情報算定装置においては、前記差分処理装置は、前記平均化
処理画像データから下層植生処理画像データを差し引くことによって前記平均化処理画像
データと下層植生処理画像データとの差分値を求める差分処理を各メッシュにおいて行う

10

ことが好ましい。
【００４３】
［１９］本発明の森林資源情報算定装置においては、前記樹冠透過パルス処理部は、前
記差分処理によって得られた各メッシュの差分値を横軸とし、当該差分値に対応するメッ
シュの数を縦軸とし、前記差分値がゼロ（０）を平均値として作成されたヒストグラムを
用い、当該ヒストグラムにおいて、前記差分処理によって得られた各メッシュの差分値を
Ｄとし、前記平均値よりもプラス側の標準偏差をＳＤとし、前記平均値よりもマイナス側
の標準偏差を−ＳＤとし、現時点で処理対象とするメッシュを処理対象メッシュとしたと
き、当該処理対象メッシュにおいて求められた差分値Ｄが、Ｄ＞ＳＤである場合には、当
該処理対象メッシュに対応する前記平均化処理画像データを当該処理対象メッシュのデー
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タとし、当該処理対象メッシュにおいて求められた差分値Ｄが、Ｄ≦ＳＤである場合には
、当該処理対象メッシュに対応する前記下層植生処理画像データを当該処理対象メッシュ
のデータとして、前記樹冠透過パルス処理画像データを生成することが好ましい。
【００４４】
［２０］本発明の森林資源情報算定装置においては、前記樹冠輪郭処理部は、前記処理
対象メッシュにおいて求められた差分値Ｄが、Ｄ＜−ＳＤである場合には、当該処理対象
メッシュに対応する前記樹冠透過パルス処理画像データを平滑化処理して平滑化処理画像
を作成し、前記処理対象メッシュにおいて求められた差分値Ｄが、Ｄ≧−ＳＤである場合
には、当該処理対象メッシュに対応する前記樹冠透過パルス処理画像データを当該処理対
象メッシュのデータとして、前記樹冠輪郭処理画像データを生成することが好ましい。
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【００４５】
［２１］本発明の森林資源情報算定装置においては、前記精密樹冠画像データ作成部は
、樹冠の縁部が樹冠部分よりも暗いことを利用して前記精密樹冠画像データを作成するこ
とが好ましい。
【００４６】
［２２］本発明の森林資源情報算定装置においては、前記精密樹冠情報作成部は、前記
精密樹冠画像データを用いて、少なくとも、前記各樹木に対応する樹冠のラベル番号、前
記各樹木に対応する樹冠の樹冠位置、前記各樹木に対応する樹冠の樹冠直径、前記各樹木
に対応する樹冠の樹冠面積を前記精密樹冠情報として算定することを特徴とすることが好
ましい。
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【００４７】
［２３］本発明の森林資源情報算定装置においては、前記森林資源情報算定部は、前記
各樹木の樹高を算定する樹高算定処理部と、前記各樹木において人間のほぼ胸の高さの直
径を各樹木の胸高直径として算定する胸高直径算定処理部と、前記各樹木の材積を算定す
る材積算定処理部と、前記各樹木の樹高、前記各樹木の胸高直径及び前記各樹木の材積と
前記精密樹冠情報作成処理部で算定された前記精密樹冠情報とを集計する処理を行う森林
資源情報集計処理部と、を有することが好ましい。
【００４８】
［２４］本発明の森林資源情報算定装置においては、前記各樹木の樹高は、前記樹冠高
画像データ作成部によって求められた樹冠高のうち、各樹冠内において最大の樹冠高を当
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該樹冠における樹高とすることが好ましい。
【００４９】
［２５］本発明の森林資源情報算定装置においては、前記各樹木の胸高直径は、前記当
該樹木の樹冠面積及び前記樹冠直径の少なくとも一方と、当該樹木の樹高とから重回帰式
で算定することが好ましい。
【００５０】
［２６］本発明の森林資源情報算定装置においては、前記森林資源情報算定処理部にお
ける前記森林資源情報集計処理部は、前記調査対象樹木の本数、前記各樹木に対して算定
された樹冠直径の平均値、前記各樹木に対して算定された樹冠直径のうちの最大値及び最
小値、前記各樹木に対して算定された樹冠面積の平均値、前記各樹木に対して算定された
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樹冠面積のうちの最大値及び最小値、前記各樹木に対して算定された胸高直径の平均値、
前記各樹木に対して算定された胸高直径のうちの最大値及び最小値と、前記各樹木に対し
て算定された樹高の平均値、前記各樹木に対して算定された樹高のうちの最大値及び最小
値、前記各樹木に対して算定された材積の平均値、前記各樹木に対して算定された材積の
うちの最大値及び最小値を算定する処理をさらに有するとともに、前記調査対象樹木の単
位面積当たりの本数及び材積を算定する処理をさらに行うことが好ましい。
【００５１】
なお、［１４］〜［２６］に記載した本発明の森林資源情報算定装置においても、［１
］〜［１３］に記載したそれぞれ対応する本発明の森林資源情報算定方法で得られる効果
と同様の効果が得られる。
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【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】実施形態に係る森林資源情報算定方法を説明するために示すフローチャートであ
る。
【図２】ディスプレイ上に表示されたレーザー計測画像を示す図である。
【図３】ディスプレイ上に表示された調査対象森林域画像を示す図である。
【図４】ディスプレイ上に表示された樹冠高画像の拡大図である。
【図５】樹冠高画像データに含まれているノイズを説明するための模式図である。
【図６】樹冠高画像データノイズ処理について説明するために示すフローチャートである
。
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【図７】ディスプレイ上に表示されたレーザー計測ノイズ処理画像を示す図である。
【図８】ディスプレイ上に表示された下層植生処理画像を示す図である。
【図９】ディスプレイ上に表示された平均化処理画像を示す図である。
【図１０】ディスプレイ上に表示された差分処理画像を示す図である。
【図１１】差分処理により得られた差分結果に基づいて作成されたヒストグラムを示す図
である。
【図１２】ディスプレイ上に表示された樹冠透過パルス処理画像を示す図である。
【図１３】ディスプレイ上に表示された平滑化処理画像を示す図である。
【図１４】ディスプレイ上に表示された樹冠輪郭処理画像を示す図である。
【図１５】ディスプレイに表示された精密樹冠画像を示す図である。
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【図１６】ディスプレイに表示された各樹冠にラベル番号が付されたラベル番号付与画像
を示す図である。
【図１７】ディスプレイに表示された樹高算定画像を示す図である。
【図１８】ディスプレイ上に表示された単木資源情報の一覧表を示す図である。
【図１９】ディスプレイ上に表示された森林資源概要情報の一覧表を示す図である。
【図２０】ディスプレイに表示された間伐計画のシミュレーションの一例を示す図である
。
【図２１】実施形態に係る森林資源情報算定装置１を説明するために示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５３】
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図１は、実施形態に係る森林資源情報算定方法を説明するために示すフローチャートで
ある。実施形態に係る森林資源情報算定方法は、上空から調査対象森林域を含む地域にレ
ーザー光を照射して得られたレーザー計測データに基づいて、調査対象森林域に関する森
林資源情報を作成する森林資源情報算定方法である。なお、実施形態においては、ドロー
ンを用いて調査対象森林域を含む地域にレーザー光を照射するものとする。
【００５４】
実施形態に係る森林資源情報算定方法において行われる処理は、図１に示すように、レ
ーザー計測データ（３次元点群データ）をパーソナルコンピュータなどの情報処理装置の
データ入力部に入力するデータ入力処理（ステップＳ１０）と、レーザー計測データと地
理情報システム（ＧＩＳ）１００から得られる地理的情報とに基づいて、調査対象森林域
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画像データを作成する調査対象森林域画像データ処理（ステップＳ２０）と、調査対象森
林域画像データに基づいて、調査対象森林域に存在する樹木の樹冠高を表す樹冠高画像デ
ータを作成する樹冠高画像データ作成処理（ステップＳ３０）と、樹冠高画像データに含
まれるノイズを除去するためのノイズ処理を施してノイズ処理済みの樹冠高画像データを
作成する樹冠高画像データノイズ処理（ステップＳ４０）と、調査対象森林域に存在する
植生のうち調査対象となる調査対象樹木の各樹木に対応する樹冠の抽出が可能な精密樹冠
画像データを、ノイズ処理済みの樹冠高画像データに基づいて作成する精密樹冠画像デー
タ作成処理（ステップＳ５０）と、精密樹冠画像データから各樹木（調査対象樹木の各樹
木）に対応する樹冠に関する樹冠情報を作成する精密樹冠情報作成処理（ステップＳ６０
）と、精密樹冠情報に基づいて調査対象森林域に関する森林資源情報を作成する森林資源

20

情報算定処理（ステップＳ７０）と、を有する。なお、「調査対象樹木」を一本ごとの樹
木として説明する場合には、単に「各樹木」と略記する場合もある。
【００５５】
なお、実施形態に係る森林資源情報算定方法において、調査対象樹木というのは、例え
ば、カラマツ、アカマツ、スギ、ヒノキなどの高木となる植栽木を指しており、調査対象
森林域というのは、これらの樹木によって形成される林が所定の広さを有して存在する森
林域であるとする。
【００５６】
ここで、樹冠高画像データに含まれるノイズには、レーザー計測データに含まれるレー
ザー計測ノイズ、調査対象樹木よりも下層に存在している低木などの下層植生と、レーザ
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ー光が樹冠を透過して地表に達することによって生じた樹冠透過パルスと、樹冠から局部
的に突出している徒長枝葉及び複数の樹冠が重なり合って各樹冠の輪郭が不明瞭となって
いる樹冠輪郭不明瞭部と、が含まれている。これらの各ノイズについては後に詳細に説明
する。
【００５７】
また、樹冠高画像データノイズ処理（ステップＳ４０）は、樹冠高画像データをメッシ
ュ化した各メッシュのメッシュデータとしてノイズ処理を行う。そして、当該樹冠高画像
データノイズ処理（ステップＳ４０）には、レーザー計測ノイズを除去するレーザー計測
ノイズ処理（ステップＳ４１）と、樹冠高画像データから下層植生を除去した下層植生処
理画像データを作成する下層植生処理（ステップＳ４２）と、下層植生処理画像データに
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対し、各樹木の平均的な樹冠直径に基づいて設定されている平均化フィルターを用いて各
樹木の樹冠高の平均化処理を行うことにより平均化処理画像データを作成する平均化処理
（ステップＳ４３）と、平均化処理画像データと下層植生処理画像データとの差分をとる
差分処理（ステップＳ４４）と、差分処理により得られた差分の結果に基づいて、樹冠透
過パルスを除去した樹冠透過パルス処理画像データを作成する樹冠透過パルス処理（ステ
ップＳ４５）と、差分処理により得られた差分の結果に基づいて、徒長枝葉を除去すると
ともに樹冠輪郭不明瞭部を改善した樹冠輪郭処理画像データを作成する樹冠輪郭処理（ス
テップＳ４６）と、が含まれている。これら各処理（ステップＳ４１〜Ｓ４６）の具体的
な処理内容については後述する。
【００５８】

50

(16)

JP 2018‑84472 A 2018.5.31

精密樹冠情報作成処理（ステップＳ６０）は、精密樹冠画像データを用いて、少なくと
も、各樹木に対応する樹冠の通し番号としてのラベル番号、各樹木に対応する樹冠の樹冠
位置、各樹木に対応する樹冠の樹冠直径、各樹木に対応する樹冠の樹冠面積を精密樹冠情
報として算定する。また、精密樹冠情報として、各樹木に対応する樹冠の樹冠形状を算定
することも可能である。
【００５９】
また、森林資源情報算定処理（ステップＳ７０）には、各樹木の樹高を算定する樹高算
定処理（ステップＳ７１）と、各樹木において人間のほぼ胸の高さの直径を各樹木の胸高
直径として算定する胸高直径算定処理（ステップＳ７２）と、各樹木の材積を算定する材
積資源算定処理（ステップＳ７３）と、各樹木の樹高、各樹木の胸高直径及び各樹木の材
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積と精密樹冠情報作成処理（ステップＳ６０）で算定された精密樹冠情報とを集計する処
理を行う森林資源情報集計処理（ステップＳ７４）とが含まれている。これら各処理（ス
テップＳ７１〜Ｓ７４）の具体的な処理については後述する。
【００６０】
また、森林資源情報算定処理（ステップＳ７０）における森林資源情報集計処理（ステ
ップＳ７４）は、調査対象樹木の本数、各樹木に対して算定された樹冠直径の平均値、各
樹木に対して算定された樹冠直径のうちの最大値及び最小値、各樹木に対して算定された
樹冠面積の平均値、各樹木に対して算定された樹冠面積のうちの最大値及び最小値、各樹
木に対して算定された胸高直径の平均値、各樹木に対して算定された胸高直径の平均値、
各樹木に対して算定された胸高直径のうちの最大値及び最小値、各樹木に対して算定され
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た樹高の平均値、各樹木に対して算定された樹高のうちの最大値及び最小値と、各樹木に
対して算定された材積の平均値、各樹木に対して算定された材積のうちの最大値及び最小
値を算定する処理をさらに有するとともに、調査対象樹木の単位面積当たりの本数及び材
積を算定する処理をさらに有する。
【００６１】
ところで、上記した「樹冠直径」は、樹冠を平面視したときの樹冠の水平方向の広がり
の大きさを表すものであり、また、「胸高直径」は、樹木の幹の太さを表すものであるが
、樹冠及び樹木の幹は実際には真円ではないため、厳密には「直径」とは言えないが、こ
の明細書においては、樹冠の水平方向の広がりの大きさを表すものとして「樹冠直径」と
表記し、幹の太さを表すものとして「樹冠直径」と表記するものとする。
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【００６２】
以下、実施形態に係る森林資源情報算定方法を処理の手順に沿って詳細に説明する。
【００６３】
実施形態に係る森林資源情報算定方法は、図１に示すように、レーザー計測データをパ
ーソナルコンピュータなどの情報処理装置のデータ入力部に入力して（ステップＳ１０）
、ディスプレイ上にレーザー計測データによって得られた画像（レーザー計測画像という
。）を表示させる。
【００６４】
図２は、ディスプレイ上に表示されたレーザー計測画像を示す図である。図２に示すレ
ーザー計測画像において、白で表示されている部分が調査対象樹木（カラマツとする。）
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の樹冠を示している。なお、以降の各ステップ及び各構成要素においてそれぞれの処理を
行う際には、レーザー計測データに対し、森林域を一辺が例えば数センチメートルから１
メートル程度にメッシュ化し、各メッシュにおいて得られたデータ（メッシュデータ）を
用い処理を行う。なお、メッシュのサイズは、サイズを大きくし過ぎると、算定される森
林資源情報の精度に課題が生じる場合もあり、また、逆にサイズを小さくし過ぎると、処
理すべきデータ量が多くなる。このため、メッシュのサイズは、調査対象森林域の面積、
当該調査対象森林域における森林の状況及び算定される森林資源情報の精度などを考慮し
て最適なサイズに設定することが好ましい。
【００６５】
そして、入力されたレーザー計測データに、地理情報システム（ＧＩＳ）１００から得
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られる地理的情報（この場合、都道府県などで整備されている森林の管理台帳などに登録
されている森林域の境界データ）を重ね合わせることによって、調査対象森林域画像デー
タを作成して（ステップＳ２０）、当該調査対象森林域画像データに対応する調査対象森
林域画像をディスプレイ上に表示する。
【００６６】
図３は、ディスプレイ上に表示された調査対象森林域画像を示す図である。図３に示す
調査対象森林域画像は、調査対象森林域画像データに対応する画像であり、ＧＩＳ１００
から抽出された調査対象森林域をレーザ計測データに重ねることによって作成することが
できる。
【００６７】

10

続いて、樹冠高画像データ作成処理（ステップＳ３０）を行う。当該樹冠高画像データ
作成処理（ステップＳ３０）は、調査対象森林域画像データに基づいて、調査対象森林域
に存在する樹木の樹冠高（地表からの樹冠の高さ）を表す樹冠高画像データを作成する。
具体的には、調査対象森林域画像データ作成処理（ステップＳ２０）によって作成された
調査対象森林域画像データに基づいて、メッシュ化されたデジタル表層モデルデータ（樹
木などの表層の標高を表すデータ）とデジタル標高モデルデータ（地表の標高を表すデー
タ）を作成し、各メッシュにおいてデジタル表層モデルデータとデジタル標高モデルデー
タとの差分を取ることによって、各メッシュの樹冠高（地表からの樹冠の高さ）を表す樹
冠高画像データを作成する。そして、このようにして作成された当該樹冠高画像データに
対応する樹冠高画像をディスプレイ上に表示する。
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【００６８】
図４は、ディスプレイ上に表示された樹冠高画像の拡大図である。図４に示す樹冠高画
像における黒から白のグラデーションは、地表を基準（０．０メートル）としたときの当
該基準に対する高さの変化（例えば、０．０メートル（黒）〜３３．１メートル（白））
を表している。なお、図４に示す樹冠高画像に対応する樹冠高画像データは、様々なノイ
ズ（後述する。）を含むとともに、複数の樹木の樹冠が重なり合っていて、各樹木に対応
する樹冠として抽出しにくいものとなっている。
【００６９】
ここで、樹冠高画像データに含まれている様々なノイズとしては、上記したように、レ
ーザー計測ノイズ、樹冠透過パルス、樹冠輪郭不明瞭部、樹冠における徒長枝葉、下層植
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生を例示できる。これらのノイズは、各樹木に対応する樹冠を高精度に抽出する際に障害
となるノイズであり、図４に示す樹冠項画像において、符号ａ〜ｅで示されている。以下
、レーザー計測ノイズ、樹冠透過パルス、樹冠輪郭不明瞭部、徒長枝葉、下層植生に符号
ａ〜ｅを付して、レーザー計測ノイズａ、樹冠透過パルスｂ、樹冠輪郭不明瞭部ｃ、徒長
枝葉ｄ、下層植生ｅというように表記する場合もある。なお、レーザー計測ノイズａ、樹
冠透過パルスｂ、樹冠輪郭不明瞭部ｃ、樹冠における徒長枝葉ｄ、下層植生ｅは、図４に
おいては、代表的な箇所として、それぞれ１箇所ずつが示されているが、実際には、それ
ぞれが多数箇所に存在する。
【００７０】
図５は、樹冠高画像データに含まれているノイズを説明するための模式図である。図５
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は人間が地表Ｌに立って、ほぼ横方向に見たきの森林の様子を模式図として示すものであ
り、樹冠高画像データに含まれているレーザー計測ノイズａ、樹冠透過パルスｂ、樹冠輪
郭不明瞭部ｃ、樹冠における徒長枝葉ｄ、下層植生ｅを例示している。
【００７１】
レーザー計測ノイズａ、樹冠透過パルスｂ、樹冠輪郭不明瞭部ｃ、樹冠における徒長枝
葉ｄ、下層植生ｅについて、図４及び図５を参照して詳細に説明する。
【００７２】
レーザー計測ノイズａは、例えば、センサーの計測エラーなどによってレーザー計測デ
ータの画素値がゼロ以下になる場合であり、図４においては白点で示されている。
【００７３】
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樹冠透過パルスｂは、樹冠に存在する空間や枝葉の層が薄い箇所（例えば、図４及び図
５において符号ｂで示す箇所）をレーザー光が樹冠を透過して地表に達することによって
生じる情報（地表の情報）であり、図４に示す樹冠高画像においては黒点で示されている
。
【００７４】
樹冠輪郭不明瞭部ｃは、複数の樹木の各樹冠が重なり合っていて（例えば、図４及び図
５において符号ｃで示す箇所）、全体的に輪郭が不明瞭で各樹木に対応する樹冠の区別が
つけにくい領域である。
【００７５】
徒長枝葉ｄは、樹冠において枝が突出している部分（例えば、図４及び図５において符
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号ｄで示す箇所）であり、このような徒長枝葉は、図４に示す樹冠高画像において水平方
向に突出している局部的な凸部として表わされている。
【００７６】
下層植生ｅは、調査対象樹木よりも下層に存在する草本及び低木（例えば、図４及び図
５において符号ｅで示す箇所）などである。
【００７７】
図４及び図５において説明したレーザー計測ノイズａ、樹冠透過パルスｂ、樹冠輪郭不
明瞭部ｃ、徒長枝葉ｄ、下層植生ｅは、ノイズとして扱い、樹冠高画像データノイズ処理
Ｓ４０においては、これらのノイズを除去するためのノイズ処理を行う。
【００７８】

20

樹冠高画像データノイズ処理（ステップＳ４０）は、樹冠高画像データ作成処理（ステ
ップＳ３０）で作成された樹冠高画像データに対して行うものであり、精密樹冠画像デー
タを作成する処理の前処理として行う。当該樹冠高画像データノイズ処理（ステップＳ４
０）ついて説明する。
【００７９】
図６は、樹冠高画像データノイズ処理について説明するために示すフローチャートであ
る。図６において破線枠で囲まれた処理が、図１における樹冠項画像データノイズ処理（
ステップＳ４０）である。
【００８０】
図６に示すように、まずは、樹冠高画像データ作成処理（ステップＳ３０）で作成され
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た樹冠高画像データに対して、レーザー計測ノイズ処理（ステップＳ４１）を行い、当該
レーザー計測ノイズ処理が行われたレーザー計測ノイズ処理画像をディスプレイ上に表示
する。
【００８１】
図７は、ディスプレイ上に表示されたレーザー計測ノイズ処理画像を示す図である。レ
ーザー計測ノイズ処理は、マイナスの値（画素値がゼロ以下）となっているレーザー計測
ノイズの画素をゼロに補正する処理であり、このような補正を行うことにより、図４に示
す樹冠高画像に存在しているレーザー計測ノイズを除去することができる。
【００８２】
続いて、レーザー計測ノイズ処理が行われたレーザー計測ノイズ処理画像データに対し
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て、下層植生が除去された下層植生処理画像データを作成するための下層植生処理を行う
（ステップＳ４２）。そして、当該下層植生処理がなされた下層植生処理画像データに対
応する下層植生処理画像をディスプレイ上に表示する。
【００８３】
図８は、ディスプレイ上に表示された下層植生処理画像を示す図である。下層植生処理
は、下層植生の樹冠高のうちの最大樹冠高を入力して、当該最大樹冠高以下の樹冠高を有
するメッシュの画素値をゼロとする。このような下層植生除去処理を行うことによって、
下層植生が除去された下層植生処理画像データが作成され、当該下層植生処理画像データ
に対応する下層植生処理画像がディスプレイ上に表示される。図８において、各樹冠（白
からグレーのグラデーションで表わされている領域）の周辺に存在する黒で示す領域は、
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下層植生が除去された領域である。なお、図８において、各樹冠内に存在する多数の黒点
部分は、樹冠透過パルスｂあり、この段階では、樹冠透過パルスｂを除去する処理は行わ
れていないので、樹冠透過パルスがノイズとして存在している。
【００８４】
図６に戻って、続いて、下層植生処理画像データに対して平均化処理（ステップＳ４３
）を行う。平均化処理（ステップＳ４３）によって行われる平均化処理は、各メッシュに
おいて平均化フィルターを重ね合わせ、当該平均化フィルターによって得られた樹冠高の
平均値を当該メッシュの樹冠高とする処理を各メッシュにおいて行う。
【００８５】
平均化処理を簡単化して具体的に説明する。例えば、平均化フィルターが森林域におけ
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る一辺が５メートルの広さに対応するフィルターであるとし、１つのメッシュのサイズを
仮に一辺が１メートルとした場合においては、平均化処理の対象となる１つのメッシュ（
処理対象メッシュという。）が中心となるように平均化フィルターを重ね合わせ、当該平
均化フィルターに含まれる各メッシュの樹冠高の平均値を当該処理対象メッシュの樹冠高
とする処理を、各処理対象メッシュにおいて順次行う。例えば、平均化フィルターに重ね
合わせられている範囲（平均化処理範囲という。）に含まれる各メッシュ（例えば５メッ
シュ×５メッシュの合計２５メッシュとする。）の各樹冠高を積算して、その合計値を２
５で割った値を当該平均化処理範囲の平均値として、その平均値を当該処理対象メッシュ
の樹冠高とする。このような処理を樹冠高画像データに含まれるすべてのメッシュにおい
て行う。なお、ここでは、平均化処理の説明を簡単化するために、メッシュサイズを一辺
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が１メートルとして説明したが、実施形態においては、メッシュのサイズは、前述したよ
うに、一辺が数センチメートルから１メートル程度としている。
【００８６】
なお、平均化フィルターは、調査対象森林域に存在する調査対象樹木の平均的な樹冠直
径に基づいて設定されている。例えば、調査対象森林域に存在する調査対象樹木が主にカ
ラマツであれば、平均化フィルターは一辺が７メートル程度とし、調査対象森林域に存在
する調査対象樹木が主にアカマツであれば、平均化フィルターは一辺が１０メートル程度
とし、調査対象森林域に存在する調査対象樹木が主にスギであれば、平均化フィルターは
一辺が５メートル程度とするというように設定する。
【００８７】
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図９は、ディスプレイ上に表示された平均化処理画像を示す図である。なお、図９に示
す平均化処理画像は、下層植生処理（ステップＳ４２）で作成された下層植生処理画像デ
ータを平均化処理して得られた平均化処理画像である。
【００８８】
なお、図９では識別しにくいが、下層植生除去処理画像データに対して平均化処理を行
うことにより、元々の高さが周囲に比べて高い箇所（例えば樹冠の頂点部及び徒長枝葉な
ど）は当該頂点の周辺の低い部分に影響されて、元々の高さよりも低く表わされ、逆に、
元々の高さが周囲に比べて低い箇所（例えば、樹冠透過パルスなど）は、周辺の高い樹冠
部などに影響されて、元々の高さよりも高く表わされた画像となる。
【００８９】
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続いて、差分処理（ステップＳ４４）を行う。この差分処理は、平均化処理（ステップ
Ｓ４３）によって平均化された平均化処理画像データから下層植生処理（ステップＳ４２
）によって下層植生処理された下層植生処理画像データを各メッシュにおいて差し引く処
理である。このため、元々はゼロ又はゼロに近い値を有する樹冠透過パルスｂのメッシュ
においては、前述したように、平均値が高い値となっていることから、当該樹冠透過パル
スｂのメッシュにおいて得られた差分値は、樹冠部分において得られ差分値に比べてプラ
ス方向に、より大きな値となる。逆に、徒長枝葉ｄのメッシュにおいては、前述したよう
に、平均値が低い値となっていることから、当該徒長枝葉ｄのメッシュにおいて得られた
差分値は、樹冠部分において得られた差分値に比べてマイナス方向に、より大きくなる。
【００９０】
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図１０は、ディスプレイ上に表示された差分処理画像を示す図である。なお、図１０に
示す差分処理画像は、差分処理画像データに対応する画像である。図１０において、白で
表わされている部分（例えば、矢印ｂの部分）は樹冠透過パルスｂのメッシュであり、黒
で表わされている部分（例えば、矢印ｄの部分）は徒長枝葉ｄのメッシュである。なお、
樹冠透過パルスｂのメッシュ及び徒長枝葉ｄのメッシュは、図１０において、１箇所ずつ
のみしか示されていないが、実際には多数存在する。
【００９１】
図１１は、差分処理により得られた差分結果に基づいて作成されたヒストグラムを示す
図である。図１１に示すヒストグラムは、差分処理によって得られた各メッシュの差分値
を横軸とし、当該差分値に対応するメッシュの数を縦軸とし、差分値がゼロ（０）を平均
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値として作成されたヒストグラムである。なお、このヒストグラムにおいて、差分処理に
よって得られた各メッシュの差分値をＤとし、平均値よりもプラス側の標準偏差をＳＤと
し、平均値よりもマイナス側の標準偏差（マイナス標準偏差とする。）を−ＳＤとする。
ここでは、データの個数（メッシュ数）が５５，２２９個、差分値Ｄの最大値が２４．９
６（メートル）、差分値Ｄの最小値が−１４．６１（メートル）、差分値の平均値がゼロ
、標準偏差ＳＤが３．５３、マイナス標準偏差−ＳＤが−３．５３である。
【００９２】
図１１におけるヒストグラムにおいては、平均値０を中心に、標準偏差（ＳＤ）、マイ
ナス標準偏差（−ＳＤ）の間に属するメッシュは、樹冠に相当するメッシュであるとみな
すことができ、標準偏差（ＳＤ）よりもプラス側に外れるメッシュは、樹冠透過パルスｂ
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などのノイズとみなすことができ、マイナス標準偏差（−ＳＤ）よりもマイナス側に外れ
るメッシュは、徒長枝葉ｄなどのノイズとみなすことができる。
【００９３】
続いて、樹冠透過パルス処理（ステップＳ４５）を行う。この樹冠透過パルス処理（ス
テップＳ４５）は、図６において、一点鎖線枠で囲まれている処理である。なお、現時点
で処理対象とするメッシュを処理対象メッシュとする。
【００９４】
樹冠透過パルス処理（ステップＳ４５）は、処理対象メッシュにおいて求められた差分
値Ｄと標準偏差ＳＤとの比較、すなわち、当該処理対象メッシュにおいて求められた差分
値Ｄが、Ｄ＞ＳＤか否かを判定する処理（ステップＳ４５１）を行い、当該処理対象メッ
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シュにおいて求められた差分値が、Ｄ＞ＳＤである場合には、当該処理対象メッシュに対
応する平均化処理画像データを当該処理対象メッシュのデータとする（ステップＳ４５２
）。一方、当該処理対象メッシュにおいて求められた差分値Ｄが、Ｄ＞ＳＤでない場合（
Ｄ≦ＳＤである場合）には、当該処理対象メッシュに対応する下層植生処理画像データを
当該処理対象メッシュのデータとする（ステップＳ４５３）。
【００９５】
具体的には、当該処理対象メッシュにおいて求められた差分値Ｄが、Ｄ＞ＳＤである場
合には、当該処理対象メッシュは、樹冠透過パルスが存在するメッシュであるとして、当
該処理対象メッシュに対応する平均化処理画像データを当該処理対象メッシュのデータと
する。すなわち、Ｄ＞ＳＤと判定された処理対象メッシュに対応するメッシュの平均化処
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理画像データを当該処理対象メッシュのデータとする。一方、当該処理対象メッシュにお
いて求められた差分値が、Ｄ＞ＳＤでない場合（Ｄ≦ＳＤである場合）には、樹冠透過パ
ルスではないとして、当該処理対象メッシュに対応する下層植生処理画像データを当該処
理対象メッシュのデータとする（ステップＳ４５３）。
そして、ステップＳ４５２により得られたデータとステップＳ４５３により得られたデ
ータとを組み合わせて樹冠透過パルス処理画像データを生成する（ステップＳ４５４）。
【００９６】
ステップＳ４５１〜ステップＳ４５４の処理をすべてのメッシュについて行うことによ
って、樹冠透過パルス処理が行われた樹冠透過パルス処理画像データを生成することがで
きる。そして、このように生成された樹冠透過パルス処理画像データに対応する樹冠透過
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パルス処理画像をディスプレイ上に表示する。
【００９７】
図１２は、ディスプレイ上に表示された樹冠透過パルス処理画像を示す図である。図１
２に示す樹冠透過パルス処理画像は、図８に示す下層植生除去画像から樹冠透過パルスｂ
（図８において樹冠に存在する黒点の部分）が除去された画像となっている。
【００９８】
続いて、徒長枝葉ｄを除去するとともに樹冠輪郭不明瞭部ｃを改善するための樹冠輪郭
処理を行う（ステップＳ４６）。この樹冠輪郭処理（ステップＳ４６）は、図６において
、二点鎖線枠で囲まれている処理である。なお、この場合も現時点で処理対象とするメッ
シュを処理対象メッシュとする。
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【００９９】
すなわち、樹冠輪郭処理は、樹冠透過パルス処理と同様に、各メッシュの差分値Ｄと標
準偏差ＳＤとの比較を行うが、樹冠輪郭処理においては、処理対象メッシュにおいて求め
られた差分値Ｄが、Ｄ＜−ＳＤであるか否かを判定する処理（ステップＳ４６１）を行う
。ここで、当該処理対象メッシュにおいて求められた差分値Ｄが、Ｄ＜−ＳＤである場合
には、当該処理対象メッシュに対応する樹冠透過パルス処理画像データを平滑化処理して
（ステップＳ４６２）、平滑化処理画像データを作成する。一方、当該処理対象メッシュ
において求められた差分値Ｄが、Ｄ＜−ＳＤでない場合（Ｄ≧−ＳＤである場合）には、
当該処理対象メッシュに対応する樹冠透過パルス処理画像データを当該処理対象メッシュ
のデータとする（ステップＳ４６３）。
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【０１００】
具体的には、当該処理対象メッシュにおいて求められた差分値Ｄが、Ｄ＜−ＳＤである
場合には、徒長枝葉ｄが存在するメッシュであるとして、当該処理対象メッシュにおいて
平滑化処理（ステップＳ４５３）を行う。ここで行う平滑化処理は、徒長枝葉や樹冠の凹
凸をスムージングすることが可能な平滑化フィルターを用いて行う。これにより、徒長枝
葉や樹冠の凹凸などが除去される。そして、このように生成された平滑化処理画像データ
に対応する平滑化処理画像をディスプレイ上に表示する。
【０１０１】
図１３は、ディスプレイ上に表示された平滑化処理画像を示す図である。ステップＳ４
５４で生成された樹冠透過パルス処理画像データの該当メッシュにおいて平滑化処理する
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ことによって、図１３に示すように、ノイズとなる徒長枝葉が削除されるとともに、樹冠
の凹凸などが除去される。
【０１０２】
一方、当該処理対象メッシュにおいて求められた差分値Ｄが、Ｄ＜−ＳＤであるか否か
を判定する処理（ステップＳ４６１）を行った結果、当該処理対象メッシュにおいて求め
られた差分値Ｄが、Ｄ＜−ＳＤでない場合（Ｄ≧−ＳＤである場合）には、徒長枝葉では
ないとして、当該処理対象メッシュに対応する樹冠透過パルス処理画像データを当該処理
対象メッシュのデータとする（ステップＳ４６３）。
そして、ステップＳ４６２により得られたデータとステップＳ４６３により得られたデ
ータとを組み合わせて樹冠透過パルス処理画像データを生成する（ステップＳ４６４）。
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【０１０３】
ステップＳ４６１〜ステップＳ４６４の処理をすべてのメッシュについて行うことによ
って、樹冠輪郭処理が行われた樹冠輪郭処理画像データを生成することができる。そして
、このように生成された樹冠輪郭処理画像データに対応する樹冠輪郭処理画像をディスプ
レイ上に表示する。
【０１０４】
図１４は、ディスプレイ上に表示された樹冠輪郭処理画像を示す図である。図１４に示
す樹冠輪郭処理画像によれば、樹冠透過パルスが除去され、さらに、徒長枝葉なども除去
された画像となり、また、樹冠輪郭不明瞭部（例えば、図４における樹冠輪郭不明瞭部ｃ
）の輪郭が強調される。これにより、図１４に示す樹冠輪郭処理画像は、図１２に示す樹
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冠透過パルス処理画像に比べて各樹冠の凸部が減って全体に丸みを帯びたものとなる。
【０１０５】
以上により、樹冠高画像データノイズ処理が終了する。続いて、精密樹冠画像データ作
成処理を行う（ステップＳ５０）。この精密樹冠画像データ作成処理は、各樹木に対応す
る樹冠の抽出が可能となるような精密樹冠画像データ作成する処理である。当該精密樹冠
画像データ作成処理（ステップＳ５０）は、樹冠高画像データノイズ処理（ステップＳ４
０）によって生成された樹冠輪郭処理画像データに基づいて精密樹冠画像データを生成す
る。
【０１０６】
精密樹冠画像データ作成処理（ステップＳ５０）は、樹冠の縁部が樹冠部分よりも暗い
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ことを利用して行うものであり、下記に示す公知文献１に記載されている単木樹冠抽出の
インディヴィジュアル・ツリー・ディテクション法（Individual tree detection method
）を用いて精密樹冠画像データを作成して、当該精密樹冠画像データに対応する精密樹冠
画像をディスプレイ上に表示する。
【０１０７】
公知文献１：J Hyypp・ M Inkinen，
gle trees using laser scanner

,

Detecting and estimating attributes for sin

The photogrammetric journal of Finland 16 (2),

1999年、27‑42
【０１０８】
図１５は、ディスプレイに表示された精密樹冠画像を示す図である。図１５において、
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白抜きで表示されている領域が樹冠である。図１５に示す精密樹冠画像における各樹冠の
領域の画素数を積算することで、樹冠面積及び樹冠直径を求めることができる。また、図
１５において、黒で示されている領域は非樹冠領域であり、当該非樹冠領域は、上空から
見た場合、上層樹冠の樹木がない箇所であり、陰部や高木の樹木がない下層植生に覆われ
ている箇所(ギャップ)である。
【０１０９】
このようにして、精密樹冠画像データ作成処理（ステップＳ５０）を行うことによって
精密樹冠画像データが作成されると、当該精密樹冠画像データに基づいて精密樹冠情報作
成処理（ステップＳ６０）を行い、各樹木の樹冠に関する精密な情報、すなわち、精密樹
冠情報を作成する。精密樹冠情報作成処理（ステップＳ６０）において作成される精密樹
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冠情報としては、各樹木に対応する樹冠のラベル番号（通し番号）、各樹木に対応する樹
冠の樹冠位置（樹冠の中心位置）、各樹木に対応する樹冠の樹冠直径、各樹木に対応する
樹冠の樹冠面積などを例示することができ、この他に、各樹木に対応する樹冠の樹冠形状
なども精密樹冠情報として得ることができる。
【０１１０】
図１６は、ディスプレイに表示された各樹冠にラベル番号が付されたラベル番号付与画
像を示す図である。図１６に示すように、各樹冠に１，２，・・・というようなラベル番
号が自動ラベリングによって付されている。このラベル番号により、当該調査対象森林域
において、樹冠として認識された樹冠の数（樹冠数）を求めることができ、それにより、
当該調査対象森林域における調査対象樹木の本数を求めることができる。
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【０１１１】
続いて、森林資源情報算定処理（ステップＳ７０）を行う。当該森林資源情報算定処理
は、精密樹冠情報作成部６０で作成された精密樹冠情報に基づいて、森林資源に関する情
報を算定する。当該森林資源情報算定処理（ステップＳ７０）において算定する森林資源
に関する情報としては、各樹木の樹高、各樹木の胸高直径、各樹木の材積を例示できる。
【０１１２】
これら森林資源に関する情報を算定するために、森林資源情報算定処理（ステップＳ７
０）においては、各樹木の樹高を算定する樹高算定処理（ステップＳ７１）と、各樹木の
胸高直径を算定する胸高直径算定処理（ステップＳ７２）と、各樹木の資源としての材積
を算定する材積算定処理（ステップＳ７３）と、森林資源情報を集計する森林資源情報集
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計処理（ステップＳ７４）とを行う。
【０１１３】
ここで、各樹木の樹高を算定する樹高算定処理（ステップＳ７１）は、精密樹冠画像デ
ータ作成部５０によって作成された精密樹冠画像データに基づいて、各樹冠に対応する樹
冠高画像データの最大値を当該樹木の樹高とする。
【０１１４】
図１７は、ディスプレイに表示された樹高算定画像を示す図である。図１７においては
、各樹冠において得られた樹高を小数点第１位までをメートル単位で示している。図１７
に示すように、各樹冠において得られた樹高を表示することで、１つの樹冠（樹木）に対
10

して１つの樹高を求めることができる。
【０１１５】
胸高直径算定処理（ステップＳ７２）は、樹冠面積及び樹冠直径の少なくとも一方と、
樹高とから重回帰式で胸高直径を算定することができる。また、内挿法で未測定木の胸高
直径を算定することができる。これによって、調査対象森林域に存在する調査対象樹木す
べての胸高直径を算定することができる。なお、重回帰式を求める場合、樹種ごとに現地
調査において標準木を１０数本程度選び、選んだ標準木の樹冠面積、樹冠直径及び樹高を
測定することから重回帰式の変数を求めることが好ましい。
【０１１６】
材積算定処理（ステップＳ７３）は、胸高直径と樹高の２変数材積式から材積を求める
。なお、胸高直径と樹高とから材積が求められている早見表が公知であり、このような早
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見表から木資源（材積）を求めることができる。当該早見表については、下記文献（公知
文献２及び公知文献３）に記載されている。
【０１１７】
公知文献２：林野庁計画課、立木幹材積表

東日本編、日本林業調査会、３３４ページ

、２００３年
公知文献３：林野庁計画課、立木幹材積表

西日本編、日本林業調査会、３２０ページ

、１９７０年
【０１１８】
森林資源情報集計処理（ステップＳ７４）は、調査対象樹木の本数、各樹木についての
樹冠直径、樹冠面積、胸高直径、樹高及び材積などの各樹木の資源情報、すなわち、単木
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資源情報を集計する。そして、集計した単木資源情報を属性データベースに登録する。属
性データベースに登録されている単木資源情報は、一覧表としてディスプレイ上に表示す
ることができる。なお、一覧表として表示される単木資源情報には、樹冠の中心位置を表
すＸＹ座標も含まれている。また、調査対象樹木の本数は、精密樹冠情報作成処理（ステ
ップＳ６０）によって得られたラベル番号に基づいて、当該調査対象森林域における調査
対象樹木の本数を求めることができる。
【０１１９】
図１８は、ディスプレイ上に表示された単木資源情報の一覧表を示す図である。図１８
に示すように、調査対象森樹木の単木資源情報として、各樹木に対応する樹冠のナンバー
（ラベル番号）と、各樹冠の中心位置を表すＸＹ座標、樹冠直径、樹冠面積、胸高直径（
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図１８においては「ＤＢＨ」と表記されている。）、樹高、材積が、樹冠のナンバー（ラ
ベル番号）に対応付けられて表示される。
【０１２０】
また、森林資源情報集計処理（ステップＳ７４）は、調査対象樹木の本数とともに、各
樹木に対して算定された樹冠直径の平均値、各樹木に対して算定された樹冠直径のうちの
最大値及び最小値、各樹木に対して算定された樹冠面積の平均値、各樹木に対して算定さ
れた樹冠面積のうちの最大値及び最小値、各樹木に対して算定された胸高直径の平均値、
各樹木に対して算定された胸高直径の平均値、各樹木に対して算定された胸高直径のうち
の最大値及び最小値、各樹木に対して算定された樹高の平均値、各樹木に対して算定され
た樹高のうちの最大値及び最小値と、各樹木に対して算定された材積の平均値、各樹木に
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対して算定された材積のうちの最大値及び最小値を算定するとともに、材積については合
計値をも算定し、さらに、森林経営で使用する１ヘクタール（ｈａ）当りの森林資源量（
ここでは、樹木の本数及び材積とする。）を算定し、これら算定した結果を、森林資源の
概要を示す情報（森林資源概要情報）として属性データベースに登録する処理も行う。属
性データベースに登録されている森林資源概要情報は、一覧表としてディスプレイ上に表
示することができる。
【０１２１】
図１９は、ディスプレイ上に表示された森林資源概要情報の一覧表を示す図である。図
１９に示すように、調査対象樹木の本数、樹冠直径の平均値、樹冠直径の最大値及び最小
値、樹冠面積の平均値、樹冠面積の最大値及び最小値、胸高直径の平均値、胸高直径の平
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均値、胸高直径の最大値及び最小値、樹高の平均値、樹高の最大値及び最小値と、材積の
平均値、材積の最大値及び最小値、材積の合計値が表示され、さらに、森林経営で使用す
る１ヘクタール（ｈａ）当りの森林資源量（ここでは、樹木の本数及び材積とする。）が
表示されている。ディスプレイ上にこのような森林資源概要情報を表示することによって
、調査対処森林域の森林資源の概要を把握することができる。
【０１２２】
なお、この明細書においては、図１８に示す単木資源情報と図１９に示す森林資源概要
情報とを合わせて森林資源情報とする。このような森林資源情報と既存の森林調査簿デー
タとを組み合わせることで、森林現況の把握及び間伐などの森林施業立案などの森林管理
に活用できる。例えば、森林の間伐を行うおうとする際に、間伐計画のシミュレーション
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を立てる場合に役立つものとなる。
【０１２３】
図２０は、ディスプレイに表示された間伐計画のシミュレーションの一例を示す図であ
る。図２０に示すように、机上で間伐木の配置や間伐割合を決め、伐採量を計算できる。
ここでは列条間伐の配置図を示しており、図２０においては、樹冠がグレーで示されてい
る樹木を間伐木とした場合が示されている。
【０１２４】
以上説明したように、実施形態に係る森林資源情報算定方法によれば、上空から調査対
象森林域を含む地域にレーザー光を照射して得られたレーザー計測データに基づいて調査
対象森林域画像データを作成し、当該調査対象森林域画像データに基づいて樹冠高画像デ
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ータを作成して、当該樹冠高画像データからノイズを除去するためのノイズ処理を施すこ
とによって、ノイズ処理済みの樹冠高画像データを作成し、当該ノイズ処理済みの樹冠高
画像データに基づいて精密樹冠画像データを作成する。
【０１２５】
このようにして作成された精密樹冠画像データは、調査対象樹木の各樹木に対応した各
樹冠を高精度に抽出可能な精密樹冠画像データとなる。このため、当該精密樹冠画像デー
タに基づいて作成した精密樹冠情報は、調査対象樹木の各樹木に対応した高精度な樹冠情
報となり、当該精密樹冠情報に基づいて、森林資源に関する情報（森林資源情報）を算定
することにより、高精度な森林資源情報を得ることができる（例えば、図１８及び図１９
参照。）。これにより、計測誤差が少なく客観性の高い高精度な森林資源情報を、調査対
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象森林域の全域、小班ごと、任意の範囲において提供できることから、間伐などの森林施
業立案などの森林管理に活用できる。
【０１２６】
図２１は、実施形態に係る森林資源情報算定装置１を説明するために示す図である。実
施形態に係る森林資源情報算定装置１は、図１及び図６に示した各ステップの処理を行う
ための装置であり、図１におけるステップＳ１０の処理を行うための機能を有するデータ
入力部１０と、図１におけるステップＳ２０の処理を行うための機能を有する調査対象森
林域画像データ作成部２０と、図１におけるステップＳ３０の処理を行うための機能を有
する樹冠高画像データ作成部３０と、図１におけるステップＳ４０の処理を行うための機
能を有する樹冠高画像データノイズ処理部４０と、図１におけるステップＳ５０の処理を
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行うための機能を有する精密樹冠画像データ作成部５０と、図１におけるステップＳ６０
の処理を行うための機能を有する精密樹冠情報作成部６０と、図１におけるステップＳ７
０の処理を行うための機能を有する森林資源情報算定部７０と、を有する。
【０１２７】
また、上記樹冠高画像データノイズ処理部４０は、図１におけるステップＳ４１の処理
を行うレーザー計測ノイズ処理部４１と、図１におけるステップＳ４２の処理を行うため
の機能を有する下層植生処理部４２と、図１におけるステップＳ４３の処理を行うための
機能を有する平均化処理部４３と、図１におけるステップＳ４４の処理を行うための機能
を有する差分処理部４４と、図１におけるステップＳ４５の処理を行うための機能を有す
る樹冠透過パルス処理部４５と、図１におけるステップＳ４６の処理を行うための機能を
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有する樹冠輪郭処理部４６と、が含まれている。
【０１２８】
また、森林資源情報算定部７０は、図１におけるステップＳ７１の処理をための機能を
有する樹高算定部７１と、図１におけるステップＳ７２の処理を行うための機能を有する
胸高直径算定部と、図１におけるステップＳ７３の処理を行うための機能を有する材積算
定部７３と、図１におけるステップＳ７４の処理を行うための機能を有する森林資源情報
集計処理部７４と、が含まれている。
【０１２９】
このように、図２１に示す実施形態に係る森林資源情報算定装置１の各構成要素は、前
述した実施形態に係る森林資源情報算定方法の各ステップの処理を行う機能を有している
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ため、実施形態に係る森林資源情報算定装置１は、前述した実施形態に係る森林資源情報
算定方法で得られる効果と同様の効果が得られる。なお、実施形態に係る森林資源情報算
定装置１の処理の内容についての説明は省略する。
【０１３０】
また、実施形態に係る森林資源情報算定装置１は、当該当該森林資源情報算定装置１に
含まれる上記各構成要素（図２参照。）が有する機能がコンピュータのプログラムとして
インストールされており、上記各構成要素に所定のデータを与えることによって、それぞ
れの構成要素が持つ機能がコンピュータのソフトウエア上で実行されるものである。
【０１３１】
なお、本発明は上述の実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範
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囲で種々変形実施可能となるものである。例えば、下記に示すような変形実施も可能であ
る。
【０１３２】
（１）上記実施形態においては、調査対象樹木は、例えば、カラマツ、アカマツ、スギ
、ヒノキなどの植栽木とした場合を例示したが、調査対象樹木としては、上記した植栽木
に限られるものではなく、例えば、ブナやナラなどが所定の広さの範囲にまとまって群生
している林が存在する場合においては、当該ブナやナラを調査対象樹木とすることも可能
である。
【０１３３】
（２）上記実施形態においては、ドローンを用いてレーザー計測データを照射する場合
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を例示したが、ドローンに限られるものではなく、例えば、航空機を使用してレーザー計
測データを照射することも可能である。
【符号の説明】
【０１３４】
１・・・森林資源情報算定装置、１０・・・データ入力部、２・・・調査対象森林域画
像データ作成部、３０・・・樹冠高画像データ作成部、４０・・・樹冠高画像データノイ
ズ処理部、４１・・・レーザー計測ノイズ処理部、４２・・・下層植生処理部、４３・・
・平均化処理部、４４・・・差分処理部、４５・・・樹冠透過パルス処理部、４６・・・
樹冠輪郭処理部、５０・・・精密樹冠画像データ作成部、６０・・・精密樹冠情報作成部
、７０・・・森林資源情報算定部、７１・・・樹高算定部、７２・・・胸高直径算定部、
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７３・・・材積算定部、７４・・・森林資源情報集計部、ａ・・・レーザー計測ノイズ、
ｂ・・・樹冠透過パルス、ｃ・・・樹冠輪郭不明瞭部、ｄ・・・徒長枝葉、ｅ・・・下層
植生、Ｓ１０・・・レーザー計測データ入力処理、Ｓ２０・・・調査対象森林域画像デー
タ作成処理、Ｓ３０・・・樹冠高画像データ作成処理、Ｓ４０・・・樹冠高画像データノ
イズ処理、Ｓ４１・・・レーザー計測ノイズ処理、Ｓ４２・・・下層植生処理、Ｓ４３・
・・平均化処理、Ｓ４４・・・差分処理、Ｓ４５・・・樹冠透過パルス処理、Ｓ４６・・
・樹冠輪郭処理、Ｓ５０・・・精密樹冠画像データ作成、Ｓ６０・・・精密樹冠情報作成
処理、Ｓ７０・・・森林資源情報算定処理、Ｓ７１・・・樹高算定処理、Ｓ７２・・・胸
高直径算定処理、Ｓ７３・・・材積算定処理、Ｓ７４・・・森林資源情報集計処理、Ｓ４
５４・・・Ｄ＞ＳＤの判定処理、Ｓ４６１・・・Ｄ＜−ＳＤの判定処理、Ｓ４６２・・平
滑化処理
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