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1章. はじめに 

 

本書は、林野庁補助事業「平成 26 年度森林情報高度利活用技術開発事業のうち森林

クラウド実証システム開発事業」（以下、本事業）において、一般社団法人日本森林技

術協会、パシフィックコンサルタンツ株式会社及び株式会社パスコが実施した森林ク

ラウド実証システム開発の結果をとりまとめたものです。 

本書の構成は以下の通りです。 

 

1 章. はじめに 

本章 

 

2 章. 事業概要 

事業の背景及び目的、実施体制を示す。 

 

3 章. 開発の方針 

森林情報における現状と課題を整理し、課題に対応する手段としてのクラウド技術

の概念と本事業が目指す森林クラウドシステムの姿を示す。 

 

4 章. 森林クラウドシステムの構築・実証試験 

平成 26年度に実証モデル県で構築した森林クラウドシステムと実施した実証試験、

一般公開領域（パブリッククラウド1）と組み合わせた情報基盤の構築、及び生産性検

証ツールの開発について説明する。 

 

5 章. 今後の展望 

前章までの今年度の事業成果を取りまとめると共に、課題を抽出し、今後の展望と

して対応方法を示す。 

 

 

 

  

                                                   
1 パブリッククラウドとは、不特定多数の利用者を対象に自由にアクセス可能なクラウドサービ

スを指す。 
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2章. 事業概要 

 

2.1. 背景及び目的 

2.1.1. 事業の背景 

森林の有する多面的機能を将来にわたって持続的に発揮させていくためには、森林

に対する所有者の意向や、地域住民のニーズなどを踏まえ、森林の履歴・現況や将来

の姿の効率的な分析・評価を基にした森林の適切な維持・管理が求められている。森

林情報の整備はその基盤と位置づけられる。 

森林分野の情報には、空中写真や衛星画像、森林簿、施業履歴、所有者情報等様々

なデータが存在し、これらのデータは都道府県、市町村、林業事業体等で個々に独自

のデータ形式で所有・蓄積されている。近年、路網の整備や施業集約化の推進のため、

相互利用や分析・評価に適したデジタル化が求められており、その情報量も増加して

いる状況にある。例えば、森林経営計画や造林補助金の申請等の業務、GPS や電子コ

ンパスの普及等による現場レベルでのデータ蓄積、リモートセンシングやレーザプロ

ファイラの活用など大容量のデータ利用が進んでいる。 

しかしながら、データは各主体、さらには担当者毎に管理され、組織内外との共有

が不十分なため、森林情報の活用が進まないという問題がある。 

 

2.1.2. 目的 

上記のような森林管理・森林情報の現状と課題に対し、次世代情報処理技術（クラ

ウド技術）の特性を活かした対応を行うことで、効果的な対策が可能であると考えら

れる。 

本事業においては、大量の森林情報を効率的かつ安全に利活用するため、クラウド

技術を活用し、森林情報の共有化や地域のニーズ等を踏まえた実効性の高い森林計画

の作成が可能となる情報共有基盤、各種ツールを開発することを目的とする。 

多種・多量な情報を、基準となる考え方（標準化）をもとに、行政や林業事業体な

どが相互に共有できる情報共有基盤としてのクラウドシステムの構築、及び共有され

た各種データを用いて分析・評価を行うツールの開発を行い、利用可能性を実証する。 
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2.2. 実施体制 

2.2.1. 事業の構成 

「森林情報高度利活用技術開発事業」は本事業と「森林クラウドシステム標準化事

業」（以下、「標準化事業」という）から構成されている。各事業の実施フローを図 2.2.1

に示した。 

平成 26 年度事業では、標準化事業において検証・改善する森林情報システム（森

林クラウドシステム）の仕様、データ形式の標準化仕様に基づき、森林 GIS の機能

を有したシステムを構築し、デジタル空中写真や森林所有者情報など大量の森林に関

連する情報を効率的かつ安全に共有化が図られるかどうか検証するとともに、共有化

された森林クラウドシステム上で実行可能な生産性検証ツールを開発した。 

 

 
図 2.2.1 事業実施フロー 

 

2.2.2. 実施者 

平成 25 年度事業において構築した森林クラウドシステムを維持し、迅速な事業実施

を行うため、平成 25 年度事業を実施した 3 社において、平成 26 年度も共同で実施し

た。各社が有するそれぞれの経験・蓄積を基に共同で事業に取り組み、実効性の高い

森林クラウドシステムを構築することができた。 

事業実施体制を図 2.2.2 に示す。一般社団法人日本森林技術協会（以下、日林協）

は、事業統括、森林クラウドシステムの実証試験、生産性検証ツールの開発を担当し

た。パシフィックコンサルタンツ株式会社（以下、PCKK）、株式会社パスコ（以下、

パスコ）は森林クラウドシステムの構築を担当した。 

また、森林クラウドシステムの普及活動のため、森林 GIS フォーラム（森林 GIS の

応用と普及を目指した産官学連携の組織）のシンポジウムやメーリングリストなどを

活用した。森林 GIS フォーラムを通じた普及活動については、4.5.2.（４）に詳述す

る。 
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図 2.2.2 事業実施体制 

 

  



 

5 
 

2.3. 実施項目 

本事業では表 2.3.1 のとおり、GIS 機能の操作性向上・クラウド技術の拡張的な活

用・標準化仕様案への対応・参加者増に向けた取り組み・生産性検証ツールの開発・

森林クラウドシステムの構築・実証試験を実施した。 

GIS 機能の操作性向上については、平成 25 年度実証試験の参加者からの要望を反

映し、操作性を向上させると共に、GIS 機能名等用語の統一化を図った。 

クラウド技術の拡張的な活用については、アカウント認証された者のみアクセスが

可能な仮想プライベートクラウドと、一般公開領域（パブリッククラウド）を組み合

わせたシステムを構築した。また、デスクトップ GIS やモバイル端末での利用に対応

したシステムを実装した。さらに、伐採届の申請に焦点を当て、森林法上の手続きの

流れに沿った Web申請機能の実証を行った。 

標準化仕様案への対応については、標準化への対応方法を複数の仕組みから検討し、

最適と考えられる方法を実装した。 

参加者の増大を図り、実証県ごとの利用者説明会、アプリケーション開発事業者向

け説明会を開催した。また、森林クラウドシステムの統一的な窓口としてポータルサ

イトを開設した。 

また、クラウド上の各種森林関連情報の活用可能性を検証するため、生産性検証ツ

ールを開発した。 

さらに、昨年度事業で構築した、秋田県・長野県・兵庫県・熊本県の森林クラウド

システムについて、機能の整理・追加等の改良を行った。 

県、市町村、森林組合、その他林業関係のクラウドシステム利用申請者に対し、構

築した森林クラウドシステムを実際の業務に利用してもらい、実証試験を行った。そ

の後、実証試験の評価を行うため、アンケート調査を実施した。また、費用負担の観

点からの評価のため、試算を行った。 

 

表 2.3.1 本事業の実施項目 

実施項目 内容 本報告書での章番号 

GIS 機能の操作性向上 
用語等の統一 4.2.1 

ユーザ認証 4.2.2 

クラウド技術の 

拡張的な活用 

一般公開サービスの開始 4.3 

多様なプラットフォームでの利用 4.3.2 

Web 申請の実現 4.3.3 

標準仕様案への対応 森林簿コンバート 4.4.1 

参加者増に向けた 

取り組み 

実証県ごとの普及活動 4.5.2.（１） 

開発事業者向け説明会 4.5.2.（２） 

ポータルサイトの開設 4.5.2.（３） 

森林 GIS フォーラムを通じた普及

活動 

4.5.2.（４） 

生産性検証ツールの 

開発 

生産性検証ツールの開発 4.6 

森林クラウドシステム

の構築 

各実証県のクラウドシステム開発 4.7・4.8・4.9・4.10 

実証試験 アンケート調査 4.11.1 

費用負担試算 4.11.2 
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3章. 開発の方針 

 

本章では、本事業の実施に当たって焦点としている、森林計画制度における森林情

報の課題に関する認識を示した上で、課題解決のための手段として本事業で構築する

森林クラウドのコンセプトを示す。 

 

3.1. 森林計画制度における森林情報の課題 

本項では、本事業の実施に当たって焦点としている、森林計画制度における森林情

報の課題に関する認識を示す。 

 

3.1.1. 森林計画制度の現状 

（１） 森林計画制度の概要 

森林計画制度は、政府が定めた「森林・林業基本計画」に則して、国の森林整備及

び保全の方向等を定めた「全国森林計画」、それに則して都道府県の森林関連施策の方

向や伐採・造林等の整備目標等を定めた「地域森林計画」、またそれに適合した形で市

町村が講ずる森林関連施策の方向や森林所有者等が行う伐採・造林・森林の保護等の

規範を示す「市町村森林整備計画」とともに、森林所有者等が具体的な伐採・造林等

の整備等に関する計画を示す「森林経営計画」で構成されている。 

また、2020 年までに木材自給率 50%を目指す森林・林業再生プランを法制面で具体

化するため、平成 23 年 4月に森林法が改正された。これにより、森林の有する公益的

機能が十全に発揮されるよう、森林計画制度の見直しが行われた。そして現在、FIT

（固定価格買取制度）の拡大を背景とした、バイオマス需要の増加等によって、木材

利用と森林保護の規制のバランスを確保するための制度運用が必要とされている。 

 

（２） 地域森林計画の課題 

都道府県は地域森林計画（10 年を一期として 5 年毎に策定）の中で、計画の対象と

する森林の区域（5 条森林）や伐採立木材積・造林面積等の数値目標及び保安林の指

定・解除面積等の都道府県における森林整備の基本方針を定めている。 

なお、この地域森林計画策定の基礎となる森林簿は、空中写真等を利用して都道府

県によって行われている。 

しかしながら、空中写真撮影を実施できない事や、申請書類と森林計画図・森林簿

との突合に大きな負担が掛かるといった理由から、森林簿の更新作業が実態に追いつ

いていないという課題が多くの都道府県において顕在化してきている。そのため、地

域森林計画の基礎情報となる森林簿管理が十分に行われない場合、新たな森林計画制

度において地域森林計画をベースとして作成される市町村森林整備計画や森林経営計

画作成にも支障が生じる恐れがある。 

 

（３） 市町村森林整備計画の課題 

市町村森林整備計画は地域の森林を適切に管理（森林施業・森林保護等）していく

ためのマスタープランと位置付けられている。市町村は地域の森林管理の主体となる

事が求められている。 

しかし、これまでは都道府県が主体となって森林行政を推進してきた事から、多く

の市町村では林務部門が単独で存在する事は少なく、農業部門の一部として扱われて

いる事が多い。そのため、市町村には林業に関する専門知識やノウハウを持つ職員や

予算が確保されておらず、直ちに地域の実情に応じた市町村森林整備計画を立てられ

る体制が整っていない事が多い事から、市町村が責任を持って計画策定を実施するた



 

7 
 

めの体制づくりが急務となっている。 

市町村の役割として、市町村森林整備計画の策定と共に、森林所有者等から申請さ

れる伐採届や森林の土地の所有者届出の窓口や施業の勧告等の執行がある。しかしな

がら、各種の申請は不定期になされるため、人的・財政的な体制やシステムが整って

いない市町村では、現地調査を含む申請内容の確認に苦慮している状況である。 

一部の市町村においては市町村森林整備計画のマスタープラン化や所有者情報整備

のため、市町村森林所有者情報整備事業等を利用した森林 GIS の導入を行っている。

しかし、それらのシステムを利用して森林情報の整備・活用を行っているケースは限

られている。 

 

（４） 森林経営計画の課題 

森林経営計画は、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が自

発的に立てる計画であり、計画作成により施業の集約化や適切な施業の推進が図られ

る事を狙いとしている。森林経営計画の作成面積割合は、平成 26 年 3 月現在、地域

森林計画対象森林のおよそ 3割に留まっている。 

森林経営計画が作成された箇所については、市町村からの報告を元に、都道府県が

森林簿に反映している。しかし、具体的な反映の方法は各都道府県で異なっている。 

山林管理に意欲のある森林所有者や林業事業体は、森林経営計画の作成により、積

極的な森林経営を目指しているが、作成の際の基礎情報となる森林簿・森林計画図が

現況を表していない事があるため、正確な森林資源量の把握を独自に実施する動きも

見られる。 

 

3.1.2. 森林情報の課題 

（１） 森林情報の種類 

森林は、面積が大きく、多様な林相が存在する、という特徴のため情報収集が物理

的に困難であるうえ、木材資源、公益的機能などそれぞれの視点で求める情報が異な

る。このように森林現況の正確な把握が困難な中で、サンプリング調査やリモートセ

ンシングなどデータ取得のための調査技術が工夫されてきた。 

森林情報は、データ取得方法を基に分類すると、森林簿を中心とする行政情報、現地

調査結果などの現地情報、空中写真等のリモートセンシング情報の 3 つに大きく分

けられる。それぞれの特徴を表 3.1.1 に示す。 

森林経営計画を作成する際に、これらの情報を収集し、利用できることが必要で

ある。以下に、森林情報の種類毎の課題を示す。 
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表 3.1.1 森林情報の 3 分類 

情報  行政情報  現地情報  リモートセンシング情報  

データ

例  

・ 森林簿、森林計画図  

・ 施業履歴  

・ 保安林台帳  

・ 現地調査結果  

・ 測量成果  

・ 地上レーザ計測  

 

 

 

 

 

 

・ 空中写真  

・ 衛星画像  

・ レーザ計測  

 

特徴  ・ 行政事務に直結  

・ 現状との乖離  

・ 高精度に現況把握  

・ 広域の把握は困難  

・ 広域の概況把握  

・ 解析技術の普及必要  

 

 

（２） 行政情報（森林簿、森林計画図）の課題 

現在、都道府県が維持・管理している森林簿が日本国内全体の森林資源把握のベー

スとなっているとともに、地域の林業事業体等が施業を行うための参考資料として広

く利用されている。森林簿の基本的な様式は林野庁長官通知（平成１２年５月８日付

け１２林野計第１８８号）で定められており、都道府県毎に独自の項目が追加されて

いる場合が多い。 

森林簿は、本来は地域森林計画を策定するためのデータベースである事から、小班

単位で樹種や材積が数値として把握できれば十分なレベルのものである。しかしなが

ら、森林組合等が施業計画等のために独自で整備すべき施業履歴等といった項目も混

在する等、膨大なデータベースとなっている。 

森林簿（及び森林計画図）は地域森林計画の樹立に合わせれば、5 年に 1 度の更新

が必要となるが、市町村や森林組合等も業務で利用するデータベースとなっているた

め、できるだけ頻度の高い更新が求められている。 

また、主に森林簿と森林計画図を一体的に管理する事による更新業務の効率化のた

め、都道府県を中心に GIS の導入が進んだ。しかしながら、森林簿情報（属性情報）

と境界情報のリンク確保や、それら情報の効率的な更新は技術的・財政的に困難であ

ったため、導入された森林 GIS の多くは、当初想定していたほど森林簿・森林計画図

が効率的に管理されているとは限らないのが現状である。 

それら導入された森林 GIS は、年々その際に必要な機能が追加開発されていったた

め、システムが複雑化している。導入からしばらく時間が経過している都道府県では、

数年毎にハードウェアや OS の更新（リプレース）が必要となり、費用負担が増大し

ている。 

一部の林業への予算投資規模が大きい都道府県では、独自の森林簿更新システムや

人員の増強により、毎年森林簿・森林計画図の更新を実施している。しかし、その他

の多くの都道府県では、伐採・植栽の実績確認等、地況・林況調査等に活用する 5 年

に 1 度の空中写真撮影も困難になってきているため、伐採届や補助金申請等の紙書類

をベースに可能な範囲で 5 年に 1 度修正している。空中写真や現地調査による伐採・

造林のチェックが不十分となっている事で、森林簿・森林計画図に求められる精度を

確保できていない恐れがある。 
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（３） 現地情報の課題 

森林内における現地調査は、間伐・皆伐や境界確定等を行う森林組合等の林業事業

体や、災害箇所の状況確認や補助金の現場確認を行う都道府県の出先機関や市町村等

が日常的もしくは散発的に実施している。現地調査で得られる情報は局所的ではある

が、他の調査方法と比較して精度が最も高いため、森林経営を行う上では必須の情報

である。 

しかし、現地調査は特に広範囲の調査や詳細調査を行う場合には人件費面の負担が

大きい。また、調査後の野帳整理や管理についても時間と労力が掛かる事から、広範

囲における現地調査はほとんど行われなくなっている。 

現場情報管理の効率化やそれら情報を利用した新たな業務開発を狙って、森林 GIS

は多くの森林組合で導入されたが、その多くは行政から提供された森林簿・空中写真

を取り込んで閲覧するためのシステムとなっており、独自に取得したデータを GIS で

管理・利用可能な形式で整備している主体は少ない。また、データ整備にかける手間

やスキル、予算の関係から、実態としては従来通り紙で管理しているケースがほとん

どである。 

 

（４） リモートセンシング情報の課題 

空中写真や衛星画像、レーザ測量等、特に上空からセンサを利用して森林の状況を

把握する手法は、従来から様々な研究機関や民間企業によって開発が進められている。 

空中写真や衛星画像には、色やテクスチャ等といった客観的な情報が空間的な位置

情報と共に含まれるため、樹種や樹高、本数等の地表現況を面的に把握する事が可能

である。そのため、都道府県では林況変化等の把握のため、市町村では固定資産税調

査のため、また林業事業体では施業・路網計画等のために、各主体で空中写真や衛星

画像を購入・利用しているケースが多い。 

しかし、これらの手法は特殊なインフラや機材（航空機・衛星）が必要なため、大

きな費用負担が発生する。また、取得するデータ容量も大きいため、保管するための

ハードウェア整備も各主体で行わなければならないというデメリットがある。 

また、利用用途によっては定期的にこれらのデータを整備する必要があるため、各

主体の負担は相当に大きい。そのため、費用対効果が大きい固定資産税調査等でなけ

れば継続的なデータ整備を行うのは難しい。 

昨今は、グーグルマップ等といった衛星画像のネット配信サービスにより大まかな

林況は誰でも無償で確認できる様になったが、森林域は解像度が不十分な事や撮影時

点が不明な事、また今後のサービスの継続性において課題がある。 

 

3.1.3. 森林計画制度における森林情報の課題整理 

新たな森林計画制度の下、全国的な育林・保護方針から、地域ベースでの積極的な

利用・監視方針への転換を図るためには、大きな方向性を示す都道府県と、現場で施

業を行う主体とのバランスを、双方の中間的位置付けとなる市町村がいかに上手くマ

ネジメントしていくかが重要である。 

都道府県全体の方針の下で、各地域における利用と保護の適正なバランスを見定め

た管理を行うためには、地域森林計画を策定するためのマクロな数値情報である森林

簿だけではなく、地域ベースのよりミクロな空間情報や個人情報も必要となる。 

しかし、市町村が自ら保有する所有者情報を利用しようと考えたとしても、計画策

定のベースとなる森林簿の行政情報としての信頼性を担保する事が困難になりつつあ

る状況では、市町村森林整備計画に掛かる各種申請の確認やゾーニングを主体的に行

う事は難しい。 

そこでまずは現在の森林計画制度の基礎情報となっている森林簿の行政情報として
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の信頼性を担保するための仕組み（収集・管理・利用のプロセス）を再構築し、その

上で市町村による森林行政の在り方や新たな森林情報の収集・活用方法を検討してい

く事とする。 

すなわち、森林計画制度上必要最低限の森林簿を効率的に整備するために、市町村・

森林組合からの伐採届などの申請資料といった必要な情報が集まりやすい仕組み、か

つ市町村・森林組合にとっては、届出を申請しやすい仕組みを構築する事が必要であ

る。 
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3.2. 森林クラウドのコンセプト 

本項では、前項で示した森林計画制度における森林情報の課題の解決手段としての

クラウドコンピューティングの概念と、実現を目指す森林クラウドのコンセプトを示

す。 

 

3.2.1. クラウドコンピューティングの概念2 

（１） クラウドコンピューティングとは？ 

クラウドコンピューティング（以下、クラウド）とは、これまで手元のコンピュー

タやサーバの中にあったデータやソフトウェア等をインターネット上のサーバ群に移

行し、それらを必要に応じて必要な分だけネットワーク経由でサービスとして利用す

るコンピュータの利用形態である。 

これにより、利用者はアプリケーションやデータ等の在り処や、動作するサーバの

所在を意識せずに利用する事が可能である。 

商用利用されているクラウドサービスとして、Gmailなどのメールサービス、Dropbox

などのストレージサービス、Office365などのアプリケーションサービスなどがある。 

 

クラウドで提供されるサービスを利用するためには、インターネットに接続された

環境と、Web サイトを閲覧するための Web ブラウザ（Internet Explorer や Google 

Chrome など）さえあれば、デバイス（デスクトップ PC やモバイル端末など）に関係

なく利用できる。また、特別なソフトウェア等も必要ない事が特徴である。 

 

 

図 3.2.1 クラウドのイメージ 

 

  

                                                   
2（参考）杉山貴章『図解  クラウド  仕事で使える基本の知識』株式会社技術評論社、2012 年  
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また、クラウドには、サービスの提供範囲に応じていくつかのタイプが存在する。

表 3.2.1 に、主なクラウドのタイプと特徴を示す。 

 

表 3.2.1 主なクラウドサービスのタイプと特徴 

クラウドサービスのタイプ 特徴 

IaaS もしくは HaaS： 

イアース、ハース 

（Infrastructure as a Service/ 

Hardware as a Service） 

インフラ基盤のみを提供するサービス 

PaaS：パース 

（Platform as a Service） 
開発・実行基盤まで提供するサービス 

SaaS：サース 

（Software as a Service） 
アプリケーションまで提供するサービス 

 

（２） クラウドのメリット・デメリットとは？ 

クラウド利用には、以下に示す様なメリットがある。 

� インターネットに接続された環境さえあれば、デバイスに左右されずに利用す

る事が可能である。 

� サーバ容量や処理能力を、状況に応じて柔軟に変化させる事が可能である。 

� 大規模な外部サーバでシステムやデータを共同利用するため、複数の主体によ

る情報共有が可能である。 

� サーバ環境やシステムの管理を外部の専門業者に委託するため、管理・保守に

係る負担の軽減が可能である。 

� また、サービスの共同利用による割り勘効果によって、管理コストの削減が可

能である。 

 

一方で、クラウド利用には以下の様なデメリットも存在する。 

� 外部の大規模サーバで個人情報等の管理を行う事から、新たなセキュリティポ

リシーの策定や、管理体制の整備を行う必要がある。 

� 内部で管理していたデータやシステムを外部サーバに移行する際の費用が高額

となる場合がある。 

� ネットワーク環境が不十分な場合、従来よりもパフォーマンスが低下したり、

通信障害の発生によって、サービスを受けられなくなる事がある。 

 

3.2.2. 森林クラウドのコンセプト 

（１） クラウド化する情報システム範囲 

表 3.2.1 で示した通り、クラウドにはサービスの提供範囲によって、インフラ基盤

のみを提供するサービス（HaaS, IaaS）、開発・実行基盤まで提供するサービス（PaaS）、

アプリケーションまで提供するサービス（SaaS）といった種類があるが、自らコント

ロールが可能な範囲とコストとの兼ね合いにより、既存の情報システムの内、どれを

どのサービスによってクラウド化すべきかを慎重に判断しなければならない。 

データ管理を外部委託する事による流出リスク（個人情報等）への恐れや業務の重

要性が高い作業（統計資料の作成等）は、行政業務の核となる必須作業であるため、

自前での開発・管理が適している。 

一方で、業務実行上必要ではあるが、他の主体と共通化した仕組みで実行する事が

可能な（差別化の必要性がない）作業については、アプリケーションを提供するサー

ビス（SaaS）の利用が適している。 
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森林行政においては、登記情報や固定資産税台帳、森林簿原本等の行政上重要な情

報や、治山管理や木材生産解析のための独自システム等は、従来通り自前での整備・

管理が適しているが、申請事務等といった全国で共通化すべきプロセスについてはク

ラウドの利用が適しているため、本事業では特に、森林計画制度上の手続き（申請等）

に関する情報システムをクラウド化の対象範囲とする。 

 

（２） クラウド化する森林 GIS の機能 

 １） 森林 GIS の目的 

森林 GIS は元来、地域森林計画や市町村森林整備計画、及び森林経営計画策定のベ

ースとなる森林簿・森林計画図の編集・管理作業を効率的に実施する事を目的として

導入された。そのため、主に森林簿・森林計画図を所管する都道府県において森林 GIS

の導入が進み、47 都道府県全てで利用されている。 

また、森林組合や林業事業体等においても、森林整備や施業状況の管理等を目的と

した森林 GIS の導入が進んでいる。 

 

 ２） 森林 GIS の機能 

森林 GIS の機能は、図 3.2.2 に示す様に、目的とする業務に応じて 3 つの階層に分

類する事ができる。 

 a ） 解析機能（空間解析等） 

森林計画策定業務や将来の路網計画等を検討する業務においては、オーバーレイ解

析やラスタ解析といった高度な解析機能を有した森林 GIS が利用されている。 

しかし、このような高度な解析には、GIS 利用に関する専門的なスキルが必要な上、

業務の頻度が少ない事から、ユーザは計画策定を担当する一部の職員や研究者に限ら

れている。 

 b ） 更新機能（データの編集等） 

森林簿属性や計画図ポリゴンの更新業務においては、編集機能など GIS の基本的な

機能を有した森林 GIS が利用されている。 

都道府県の地域振興局や林業事業体等といった、森林簿や施業履歴の編集・管理を

主に行っている主体において、日常的に利用されている。 

 c ） 共有機能（コンテンツの閲覧・登録等） 

上記 a）、b）以外で、主に森林の林況等の情報が日常的に必要となる業務において

は、森林に関する情報を重ね合わせる等して閲覧できる機能を有した森林 GIS が適し

ている。 

都道府県において森林情報の整備を担う部署以外の部局や、市町村、林業事業体、

製材工場等のメーカーや森林所有者等、潜在的に最も幅広く多くのユーザが存在する。 

 

 ３） クラウド化の対象とする森林 GIS の機能 

上記 a）、b）、c）に示す通り、森林 GIS 機能の内、最も利用頻度が多く、且つユー

ザが多い階層は、共有機能と更新機能である。 

しかし現在、共有機能と更新機能のみを有する簡易な森林 GIS はあまり存在せず、

各主体に高度な解析機能を有する高価なGISがわずかな台数導入されているという状

況である。このため、共有機能が必要なユーザに、森林 GIS のソフトウェア（または

ライセンス）が十分に行き渡らず、森林情報が最大限に活用されていない状態となっ

ている。 

この様に、ユーザのニーズと、導入されている GIS 機能との乖離が、3.1.2 で示し

た課題の原因の一つであり、対策のボトルネックとなっていた。 

クラウド技術の特性を活かし、森林情報の有効活用を進めるためには、解析機能で
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はなく、共有機能、更新機能に重点を置く必要があると考えた。 

そこで、本事業においては、森林 GIS の共有機能と更新機能をクラウド化の対象と

し、共有機能に特化した「共有タイプ」と、更新機能までを有する「更新タイプ」の

2 種類の GIS を森林クラウドに実装する。 

 

 

図 3.2.2 クラウド化の対象とする森林 GIS の機能 

 

（３） 森林クラウドの全体像 

行政と現場の間で行われる伐採届等の申請事務に対してクラウド技術を適用する事

により、森林計画制度に関する森林情報の共有・利活用が進むと考えられる。 

また、近年、オープンデータ3の取り組みが活発になってきており、それらの情報を

利用した新たなサービスが次々と生み出され始めており、それら将来的なデータの利

活用を目指す仕組みも併せて必要である。 

本事業では、行政と現場の効率的な連携による信頼性の高い森林管理を実現するた

めの情報共有基盤として、以下 2 種類のクラウドサービスを構築する。 

� 行政事務（森林計画制度手続き）の効率化を支援するシステム 

都道府県・市町村・林業事業体を対象とした伐採・造林届や造林補助申請等の申請

業務支援を中心としたクラウドサービス 

� （将来的に）森林経営の効率化を支援するシステム 

オープンデータの配信やコンテンツ配信を行うクラウドサービス 

  

                                                   
3 オープンデータとは、「機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開さ

れたデータ」であり「人手を多くかけずにデータの二次利用を可能とするもの」の事（総務省：

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/opendata/）  
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（４） 森林クラウドの効果 

１）行政事務（森林計画制度手続き）の効率化を支援するシステム 

現状では、都道府県の本庁と地域振興局には、それぞれ森林簿・森林計画図の更新

作業用の GIS専用機が配置されている場合が一般的である。コストや人材育成の問題

から、市町村、事業体レベルでは GIS は未導入の場合が多い状況であり、導入されて

いても県とは別のシステムの場合もある。 

また、図 3.2.3 の通り、都道府県からのデータの配布は CD-ROM やハードディス

ク、もしくは GIS が未導入の場合は紙での配布となっている。 

また、事業体からの位置情報は紙図面での申請が原則となっているため、市町村や

都道府県では書類の取りまとめ作業が発生している。さらに、GIS データを作成して

いる事業体も紙図面で申請し、その紙図面を県が再度 GIS データ化する、というよう

な非効率も生じている。 

森林クラウドの導入により、都道府県本庁によるサーバ管理は不要となり、職員が

日常利用している PC で GIS を利用する事が可能となる。森林簿・森林計画図の原本

についてはクラウド上で編集する事が望ましくないため、更新用としてのデスクトッ

プ型 GIS は１台程度必要と考えられるが、これまで森林情報を閲覧するためだけに利

用していた複数の GIS は不要となるため、サーバの維持コストや GIS ライセンスコス

トは大幅に削減される事が期待される。 

また、導入に掛かる初期コストが少ないというクラウドの特徴から、これまで GIS

が導入されていなかった市町村や事業体での GIS 導入が促進される事が期待される。

インターネットにつながっていればどのような端末であっても利用できる事から、ス

マートフォン等のモバイル端末で、森林情報を現場に持ち出すことも可能となる。 

森林クラウド導入後のイメージを、図 3.2.4 に示す。 

 

 
図 3.2.3 森林計画制度における各種申請と森林簿の更新作業における 

森林情報の流れ（現状） 
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図 3.2.4 森林計画制度における各種申請と森林簿の更新作業における 

森林情報の流れ（森林クラウド導入後の想定） 

 

 

２）（将来的に）森林経営の効率化を支援するシステム 

公益性の高い行政等が保有する森林情報を一般公開する事で、森林・林業における

GIS による情報管理での利活用を底上げする効果が期待できる他、それらのデータを

利用した他業界からの参入による森林経営の効率化を支援する新たなサービスが開発

される事が想定される。 

 

以上のように、森林計画制度における森林情報の課題を解決するため、本事業で構

築した森林クラウドを次章に示す。 
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4章. 森林クラウドシステムの構築・実証試験 

 

本章では、平成 26 年度に実証 5 県で構築した森林クラウドシステムと、実施した

実証試験の結果について説明する。 

森林クラウドシステムの構築としては、操作性向上、クラウド技術の拡張的な活用、

標準仕様案への対応を行った。構築したシステムの実証試験を行うと共に、実証試験

への参加者増に向けた普及活動を行った。さらに、生産性検証ツールの開発を行った。 

 

4.1. 実証概要 

昨年度は基本的なクラウド環境の実証を行ったが、平成 26 年度は、実際の業務へ適

応可能かどうかを中心に実証を行うこととした。 

 

4.1.1. 実証県の概要 

昨年度の実証県は秋田県、長野県、兵庫県、熊本県の 4 県であり、それぞれに異な

る特徴を持つ森林クラウドシステムを構築した。平成 26 年度は試用者数を増やすた

め、熊本県と同一システムを大分県においても構築し、計 5 県での実証を行った。 

実証県の選定にあたっては、聞き取り調査に基づき以下の条件を考慮している。 

� 森林 GIS やサーバ等のリプレース時期にある事 

� 森林情報の整備やシステム維持費用の増大により、業務実施に大きな負担を感

じている事 

� 他部署や局・市町村・森林組合等との情報共有に強い関心がある事 

大分県は、熊本県と隣接し、本事業に関心を持つ林業事業体が多かったことから、

今年度より実証県として協力を得たところである。 

各県で行った実証の特徴を表 4.1.1 に示す。 

 

表 4.1.1 各県で行った実証項目の特徴 

実証県 
クラウド
のタイプ 

課題・要望 実証の特徴 

秋田県 
更新 

タイプ 

• システム更新費用の軽減 

• 森林簿・計画図の修正作業の軽
減により本来計画業務に注力 

• 森林クラウドシステム上での編
集作業 

• 行政外からのデータ共有（シェ
ープファイル登録） 

長野県 
更新 

タイプ 

• 事業体との情報共有（市町村と
は LGWAN4で情報共有実施済） 

• ライセンス数の拡大 

• LGWANとの比較 

• 行政外からのデータ共有（写真
投稿） 

兵庫県 
共有 

タイプ 

• 市町村、事業体との情報共有 

• 多機能で複雑化した既存森林
GIS から利用しやすいシステム
へ利用しやすいシステム 

• 大容量データの運用（高精度コ
ンター、CS立体図5） 

• 行政外からのデータ共有（写真
投稿） 

熊本県 

大分県 

共有 

タイプ 

• 森林簿・計画図の精度向上 

• 市町村、事業体（県森連、森林組
合等）との情報共有 

• 伐採届の電子申請 

• モバイル端末での閲覧、現在地
表示 

• データの WMS6配信 

                                                   
4 LGWAN（総合行政ネットワーク）は、地方公共団体を相互に接続する行政専用のネットワーク

であり、また、府省間ネットワークである政府共通ネットワークとの相互接続により、国の機関

との情報交換も行っている。 
5 CS 立体図（長野県型立体地形図）は、長野県林業総合センターが開発した立体図法であり、地

形判読を容易に行うことができる。 
6 WMS（Web Map Service）は、インターネット上で地図画像を配信するための方法のひとつ。 
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4.1.2. 実証項目 

今年度構築する森林クラウドシステムは、基本的には昨年度構築したシステムの改

良であり、操作性向上や拡張的な活用などを行う。 

データの表示スピードなど操作性については、昨年度の実証において一定の評価を

得られたことから、今年度は電子申請やユーザ管理、データ共有の範囲、コストなど、

運用面についても実証を行う。 

主な調査項目を以下に示す。 

 

表 4.1.2 実証結果の調査項目 

評価の観点 調査項目 

データの作成・更新がシステム

上で効率的に実施可能か 

・森林簿・計画図の修正作業をクラウド上で効率的に

行えるか。 

・データのアップロードがスムーズにできるか。 

電子申請の機能が実際の業務に

適用可能か 

・申請から承認の流れが実際の業務に対応しているか。 

・必要な情報が申請可能か。 

セキュリティ対策が適切か ・アカウント（IDとパスワード）の管理が適切か。 

・閲覧可能範囲の制限が実利用上、適切か。 

大容量の情報の管理・共有が効

率的に実施可能か 

・レーザ計測データなど大容量データの表示スピード

について、業務上の支障にならないか。 

操作が容易で初心者にも使用で

きるか 

・検索などのよく使う機能が、直感的に操作可能か。 

利用者側のコスト負担が実利用

の範囲内にあるか 

・実際に利用するとして、年間に幾らまで支払い可能

か。 

・実際の運用に必要となるデータ量、ユーザ数等のシ

ステム規模を想定して試算した利用コストを提示し、

利用料として妥当といえるか。 

 

4.1.3. 平成 26 年度森林クラウド実証試験の概要 

実証試験の実施にあたっては、実証試験の参加者一人一人にユーザアカウントを発

行した。多くのユーザを管理することで運用面の実証となった。 

各県における森林クラウドシステムは、「4.7.秋田県森林クラウドシステム実証」以

降に詳述するが、以下に概要を示す。 

 

（１）ユーザの管理 

 １） ユーザ数 

昨年度と今年度のユーザ数（実証試験参加者数）を表 4.1.3 に比較する。今年度は、

「4.5参加者増に向けた取り組み」に詳述するように、実証試験の参加者を増やすため

の普及活動を行った。この結果、昨年度より大幅に参加者数が増え、実運用に近い条

件での実証が可能となった。 
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表 4.1.3 ユーザ数（実証試験参加者数） 

 

 

さらに、今年度の実証試験参加者数を業種別に表 4.1.4 に示す。都道府県、森林組

合からの参加が多く、関心が高いことが分かる。一方で、市町村からの参加は少ない。

また、数は少ないものの、製材工場等からも参加があった。行政主体や、林業事業体

だけでなく川中・川下からの活用も期待される。なお、「その他」には、現在、林業公

社と治山林道協会が含まれる。 

 

表 4.1.4 業種別実証試験参加者数 

※ 平成 27 年 3 月 20 日現在  

 

 

なお、秋田県において、業種「その他」（林業公社）でアカウント管理担当者の退職

を理由に、4 名の実証試験参加者からアカウント削除の申請があった（表 4.1.3、表 

4.1.4 はアカウント削除後のユーザ数を示している）。 

 

 ２） アカウント管理 

 a ） アカウント管理方法 

平成 25 年度事業においては、各実証モデル県が独自にアカウントを管理しており、

一部のモデル県（秋田県・兵庫県・熊本県）で、複数人が同時アクセス可能なアカウ

ントを使用していた。平成 26 年度事業では、データを登録・編集したユーザを特定す

るために、申請者ごとに異なる ID とパスワードを発行した。 

また、Web申請における申請情報の一意性の確保や、不正な申請を防ぐための統一

的なアカウントの運用を行うため、さらに、各県森林クラウドを横断的に使用する際
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や、今後様々なベンダーが森林クラウドで利用可能なツール開発に参入してきた際に、

統一的なアカウントでのシステム及びツール利用を可能とするため、全てのユーザア

カウントを共通テーブルで一元的に管理し、全モデル県のシステムに対して統一的な

ルールに則ったアカウントを発行した。 

 

 b ） アカウント発行の手順 

アカウントの発行に係る分担と、アカウント発行の手順を図 4.1.1 に示す。 

 

図 4.1.1 アカウント発行の分担と手順 

 

アカウント申請者との連絡窓口・アカウント発行・管理は日林協が担当した。パスコ・

PCKK は、発行アカウントに対して、各県森林クラウドにアクセス権限の登録を行っ

た。 

 

① アカウント発行申請 

アカウントの発行申請については、団体ごとにアカウント管理責任者が、所属団体

の申請者情報を取りまとめ、申請書（図 4.1.2）を郵送又は FAX にて日林協に提出す

ることとした。また、申請団体が行政の場合には、原則として部署ごとにアカウント

管理責任者を設けることとした。 

 申請者を特定するため、申請書には以下の項目を記入することとした。 

 

• 申請年月日 

• 団体名 

• 住所 

• 電話番号 

• 所属長氏名及び押印 

• 各申請者氏名 

• 各申請者のメールアドレス 

• 連絡窓口（アカウントを郵送する際の窓口となる方） 
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図 4.1.2 アカウント申込書 

 

② ID・パスワードの発行 

 日林協はアカウント申請を受け、申請者 1名に対し 1 つのアカウント（重複の無い

ID 及びパスワード）を発行した。森林クラウド上では、ID によりユーザ識別を行う

ため、全モデル県のユーザ情報と ID は、共通テーブル（アカウント管理ファイル）で

管理した。なお、セキュリティを確保するための対策として、ID とパスワードは異な

るファイルで管理することとした。 

 

③ アクセス制御 

アカウント発行後、パスコ・PCKK が各県の森林クラウドシステムごとに、発行ア

カウントに対してアクセス権限の登録を行った。 

 

④ 責任者へのアカウント送付 

各森林クラウドでのアカウント登録完了後、日林協が申請団体のアカウント管理担

当者に郵送でアカウントを送付した。アカウント送付の際には、「利用規約」・「ご使用

上の注意事項」・「xx 県版（各県）森林クラウドの操作マニュアル」を同封した。 

 

⑤ 各申請者へのアカウント送付 

アカウント管理担当者が各申請者にアカウントを通知する際は、電子メールなどを

利用せず、口頭、或いは紙面など、容易にコピー出来ない方法で行うよう指導した。

また、アカウントは、該当する申請者にのみ通知し、他者に漏洩すること、該当者以
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外の者がそのアカウントを使用することを禁じた。これらは、利用者説明会等で説明

すると共に、「ご使用上の注意事項」に記載して通知した。 

 

なお、ユーザの異動、退職等を理由にアカウントの利用が停止された場合は、速や

かに日林協に連絡することとし、日林協は当該アカウントを削除するとともにその ID

及びパスワードは欠番にすることとした。 

 

 c ） アカウント発行・管理における事例と課題 

アカウントの発行・管理において例外的な対応をした事例や、課題について述べる。 

� アカウント発行時における事例と課題 

アカウント送付は原則として郵送で行うこととしていたが、申請者の意向により、

実験的に電子メールにて各申請者（兵庫県版森林クラウドの内、51名）にアカウント

送付を行った。これは、アカウント管理担当者が所属団体全申請者の一括管理を希望

したが、申請者の所在地が複数に分かれているということが理由であった。電子メー

ルにてアカウント送付を行った際には、ID とパスワードを記載したファイルにロック

を掛け、それぞれの開封パスワードは別途通知した。現在のところ、この方法での送

付において問題は生じたという報告はないが、ユーザ個人宛へのセキュリティを確保

したアカウント送付方法については今後も検討が必要である。 

また、平成 26 年度事業では、研修や説明用に利用することを想定し、複数の団体に

おいて、実験的に複数人が利用可能なアカウントを発行した。平成 26 年度事業では、

団体内でアクセス権限は全て統一したため、問題が発生した事例はなかった。ただし、

データの閲覧だけでなく、ユーザがデータを編集・投稿する場合や Web申請を行う際

には、個人を特定できるアカウントを利用する必要がある。今後、森林クラウドシス

テムが有償化した場合、ユーザ数を左右する課題であるため、複数人利用を想定した

アカウント発行については、今後も検証していく必要がある。 

� アカウント管理における課題 

平成 26 年度事業内では、申請書の提出は書面にて行うこととしたため、申請者情報

のアカウント管理ファイルへの入力は手作業で行った。これにより、申請者情報（特

にメールアドレス等）で記入間違いが複数件発生した。申請者情報は利用者を特定す

るための重要な情報であるため、これらの入力内容の正確性や、アカウント管理にお

ける効率性を確保できる運用システムを確立する必要がある。 

また、数件の申請書で、記載された情報に間違いが見つかった。誤記入が発見され

た項目は申請者のメールアドレスである。これは事務局から利用者へ電子メールにて

連絡した際に、送信できなかったことで発覚した。今回誤記入が確認されたのはメー

ルアドレスであったが、他の項目についても誤記入が発生している可能性がある。現

状、申請者の所属や名前などを個別に全て確認することは困難であり、申請書の真偽

確認が難しい。現段階では、申請された情報は真として扱うほかないが、今後森林ク

ラウドシステム上で財産情報等を含む個人情報が取り扱われることになった場合、適

切なアクセス権限の付与のためにも、各ユーザは確かな情報で管理されなければなら

ない。 

 

以上の課題への対応を図り、今後アカウント発行ルールや発行システム、利用者へ

のアカウントの通知方法の見直しを行っていく必要がある。 
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 ３） アクセス権限 

平成 26 年度においては、実証参加主体ごとにアクセス権限を付与した。各県森林

クラウドのアクセス権限を表 4.1.5 に示す。なお、表 4.1.5 は所有者情報を除外した

状態でのアクセス権限である。また、「計画図」は森林計画図、「基本図」は森林基本

図、「グループ内のデータ」は各主体の管轄内データ、伐採届欄の「申請済」は申請

された後の伐採届データ、「申請前」は申請される前（編集中）の伐採届データを示

している。 

秋田県と兵庫県は全ての主体が同一のアクセス権限を持ち、搭載している全データ

と全機能にアクセスすることができる。 

また、施業履歴の登録機能は長野県・熊本県・大分県版森林クラウドで、伐採届の

申請機能は熊本県・大分県版森林クラウドで搭載されているが、これらの機能やこれ

によってアップロードされたデータに対しては、それぞれ主体によって異なるアクセ

ス権限が設けられている。 

各県森林クラウドによって搭載データや機能に違いはあるものの、森林簿や森林計

画図、森林基本図・空中写真などは、全ての森林クラウドで同様のアクセス権限が付

与されている。ただし、これら情報について、現行の開示要領や手続きは各県によっ

て異なる。特に森林簿等の森林資源情報の閲覧・交付申請者やその利用目的について、

兵庫県では森林経営計画を作成する者のみに閲覧・交付が限定されているが、秋田県、

長野県、熊本県、大分県では、閲覧・交付申請者や利用目的は限定されていない（森

林所有者情報を除く場合）。本事業では、システム構築を担当するパシフィックコンサ

ルタンツ株式会社、株式会社パスコが各県で規定されている交付申請を行い、システ

ムの利用者は包括的にアクセスを許可されているものとして、森林簿、森林計画図、

森林基本図等の主な森林資源情報については全ての主体で同様のアクセス権限を付与

した。今後実運用に向けて、各都道府県で定められている閲覧範囲や森林資源情報を

閲覧するための申請手続きを考慮した上で、適切なアクセス権限を付与していく必要

がある。 
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表 4.1.5 各県森林クラウドのアクセス権限 

 
 

 

（２） 各実証県における森林クラウドシステムの基本性能 

 １） 森林クラウドシステム構成イメージ 

今年度の森林クラウドシステム構成イメージを図 4.1.3 に示す。平成 25 年度に構築

した商用クラウドサービス上の各県の仮想プライベートクラウド（図中点線枠内）に

対し、機能の向上を行った。森林簿は、県独自のものから平成 25 年度版標準仕様案に

対応した標準仕様森林簿に変換して実証を行った。この各県のクラウドは、行政事務

の効率化を支援するクラウドサービスとして位置づけている。 

さらに、森林経営の効率化を支援するクラウドサービスとして、一般公開用のWebGIS

「羅森盤」を別個に構築した。 

 

 

森林簿 計画図 基本図 空中写真 施業履歴 伐採届

県

市町村

森林組合

林業事業体
・NPO

製材工場
・木材市場

その他

県 ○ ○ ○ ○ ○ ×

市町村 ○ ○ ○ ○
グループ内の
データに限る

×

森林組合 ○ ○ ○ ○
グループ内の
データに限る

×

林業事業体
・NPO

製材工場
・木材市場

その他 ○ ○ ○ ○ ○ × 全機能（4.8.2参照）

県

市町村

森林組合

林業事業体
・NPO

製材工場
・木材市場

その他

県 ○ ○ ○ ○ ○
○

（申請済）

●施業履歴データの登録
●施業履歴関連以外の全機

能（4.10.2参照）

市町村 ○ ○ ○ ○
グループ内の

データに限る

○

（申請済）

●施業履歴データの登録
●伐採届データの確認・承認・
差戻し
●施業履歴・伐採届関連以外
の全機能（4.10.2参照）

森林組合

林業事業体
・NPO

製材工場
・木材市場

その他

グループ内の
データに限る

全機能（4.8.2参照）

－

機能

× ×○ ○ ○ ○ 全機能（4.9.2参照）

モデル県
実証参加
主体

主なデータ

○ ○ ○ ○ × ×秋田県 全機能（4.7.2参照）

長野県

兵庫県

熊本県
　　・
大分県

●施業履歴データの登録
●伐採届データの登録・申請・
引下げ
●施業履歴・伐採届関連以外
の全機能（4.10.2参照）

－ －－ － － －

○
（申請済）
・

グループ
内に限る

（申請前）

○ ○ ○ ○



 

25 
 

 
図 4.1.3 平成 26 年度森林クラウド構成イメージ 

 

 

 ２） システム構成 

実証システムの開発を実施する担当及び実証県における森林クラウドシステムの基

本構成を表 4.1.6 に示す。 

 

表 4.1.6 森林クラウドシステムの基本構成 

項目  秋田県  兵庫県  長野県  熊本県  

開発担当  PCKK PCKK パスコ  パスコ  

GIS 

エンジン  GeoCloud 
Map Server 

PostGIS 

ArcGIS 

Server 
GeoAccess 

ベンダー  Informatix 
オープン  

ソース  
ESRI パスコ  

ライセンス数  10 50 50 50 

クラウドサービス事

業者  

TOKAI 

コミュニケー

ションズ  

TOKAI 

コミュニケー

ションズ  

ニフティ  ニフティ  

ハード

ウェア  

サーバ容量  40 + 500GB 40 + 2TB 300GB 300GB 

CPU 3GHz×2 3GHz×4 4vCPU 4vCPU 

メモリ数  4GB 8GB 8GB 8GB 

ソフト

ウェア  

OS 
Windows 

Server2008 R2 

Windows 

Server2008 R2 

Windows 

Server2008 R2 

Windows 

Server2008 R2 

開発言語  Java PHP .NET .NET 

データ量  100GB 1.8TB 50GB 50GB 

回線速度  1Gbps 共用  10Gbps 共用  10Gbps 共用  

PCKK：パシフィックコンサルタンツ株式会社   パスコ：株式会社パスコ  

 



 

26 
 

 ３） 森林クラウド実装機能 

GIS の機能のうち、森林クラウドに実装した機能の詳細は、巻末資料に一覧表を示

す。 

ここでは、主要な機能についてにまとめた。図形の編集については、秋田県は各ユ

ーザが独自に作成したデータを保存しておくことができる。熊本県・大分県は電子申

請機能において申請箇所の小班を登録するために図形の編集が可能である。兵庫県は

一時的に図形を表示できるが、保存することができない。長野県はシステムの能力と

しては編集機能を持つが実装はしていない。 

 

表 4.1.7 森林クラウド実装機能 

機能 

更新タイプ 共有タイプ 

秋田 長野 兵庫 
熊本 

大分 

閲覧 

表示範囲の変更 

表示範囲の拡大/縮小 ○ ○ ○ ○ 

任意縮尺での表示 ○ ○ × ○ 

レイヤの全域を表示 ○ ○ × × 

データの選択・検索 

（森林簿） 

森林簿の閲覧 ○ ○ △1 △1 

森林簿の出力（csv 等） ○ × × ○ 

森林簿情報から図形（小班）を検索 ○ ○ × ○ 

図形（小班）から森林簿情報を検索 × ○ ○ ○ 

地図の印刷 

レイアウト画面の表示 ○ × × ○ 

印刷プレビュー ○ △2 △2 ○ 

印刷 ○ △2 △2 ○ 

管理 

図形の編集（個別） 

ポイントの作成 ○ × △3 ○ 

ラインの作成 ○ × △3 × 

ポリゴンの作成 ○ × △3 △4 

選択フィーチャから新規フィーチャを作成 ○ × × × 

図形のコピー/貼り付け ○ × × × 

図形の頂点位置の編集 ○ × △3 △4 

ポリゴンの分割/統合 ○ × × × 

地点を選択して情報を

投稿する（追加する） 

コメントを入力する × ○ ○ ○ 

ファイルを選択する × ○ ○ ○ 

解析・

計測 

マップ上での計測 

面積の計測（カーソルで空間を指定） ○ ○ × ○ 

距離の計測（カーソルで空間を指定） ○ ○ × ○ 

緯度経度の計測（カーソルで空間を指定） ○ × × ○ 

属性テーブル上での 

計測 

属性テーブルの列を利用した演算 ○ × × × 

フィーチャの座標の算出 ○ × × × 

フィーチャの長さの算出 ○ × × × 

フィーチャの面積の算出 ○ × × × 

電子 

申請 

伐採届 申請の種別を選択する（事前・事後） × × × ○ 

施業履歴 施業年度を入力する × ○ × ○ 

△1：森林簿のみのデータベース機能はなく、図形の属性として閲覧できる。 

△2：ブラウザの機能を利用する。 

△3：画面上に描画できるが保存できない。 

△4：サーバに送る前段階での編集機能となっている。 
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 ４） 搭載データ 

森林クラウド上のデータは、あらかじめ準備されたデータと、利用者が登録できる

データとがある。 

あらかじめ準備されたデータとしては、表 4.1.8 に示すように、県の森林基本図、

計画図ベクターは全実証県で利用可能としている。空中写真や高精細地形データ、路

網データなどは、森林管理に非常に有効でありながらも、従来は事業体などへの配布

が困難であった。有用な県の所蔵データを、森林クラウドを通して簡単に閲覧できる

ようにしている。 

一方、空中写真を所有していない県もあるため、地理院地図など配信サービスの空

中写真を利用できるようにした。配信サービスのうち、地理院地図は無償で利用可能

であるが、GEOSPACE CDS（NTT 空間情報株式会社）、J-IMAGE（日本スペースイ

メージング株式会社）は民間の有償サービスとなっている。配信サービスの地図を利

用することで、森林基本図にはない、市街地の地図から森林までの道路情報を確認す

ることができる。空中写真・衛星画像はデータ容量が大きいため、自前のデータをク

ラウドで利用するためにはサーバにその分の容量を確保する必要がある。配信サービ

スを利用すれば、サーバ容量を節約することが可能となる。ただし、配信サービスの

空中写真・衛星画像は撮影年月日を明示していないこと、定期的な更新が保証されて

いないことが課題としてあげられる。 

国土地理院の国土数値情報は、様々な GIS データを無償でダウンロード、または「国

土情報ウェブマッピングシステム －国土交通省国土政策局国土情報課－」から閲覧す

ることができる。しかし、GISソフトの操作能力がないと利活用は難しく、一般に普

及しているとは言い難い。構築した森林クラウド上で、すぐに閲覧可能な状態で表示

することにより、誰にでも活用できるようになった。 

 

表 4.1.8 森林クラウド上にあらかじめ準備されたデータ 

データソース データ種 秋田県 長野県 兵庫県 熊本県 大分県 

県 

森林基本図 ○※ ○ ○ ○ ○ 

計画図ベクター ○ ○ ○ ○ ○ 

空中写真  ○  ○  

路網データ ○ ○    

高精細地形データ   ○   

市町村 ゾーニング    ○※  

配
信

サ
ー

ビ
ス
 

地理院地図 

（国土地理院） 

地図 ○ ○ ○ ○ ○ 

空中写真 ○ ○ ○ ○ ○ 

GEOSPACE CDS 

（NTT空間情報株式会社） 

地図 ○   ○ ○ 

空中写真 ○   ○ ○ 

J-IMAGE50 （日本スペース

イメージング株式会社） 
衛星画像 ○     

国土地理院 国土数値情報 ○     

※ 1 市分のみ搭載 

 

利用者が登録できるデータの作成方法としては、自由に作図する、計画図ベクター

のポリゴンを利用する、ファイルを登録する、という大きく 3 つの方法がある。一方

で登録したデータの利用方法は、現在のところ電子申請、現地写真の登録に限られて

いる。 
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表 4.1.9 利用者からの登録データ 

作成方法 秋田県 長野県 兵庫県 
熊本県・

大分県 

自由作図 ポリゴン ○ ○ △1 △2 

ライン ○ ○ △1  

ポイント ○ ○ △1  

計画図ベクターのポリゴン利用 ○ ○  △2 

ファイル

登録 

任意のシェープファイル ○ ○  △2 

電子申請への画像等の添付    △2 

現地写真データ  ○ ○  

△1：保存ができない。一時的に描画し、印刷することは可能。 

△2：電子申請（伐採届）に利用するデータのみ登録可能。 
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4.2. GIS機能の操作性向上 

平成 25 年度事業においては、GIS からの森林簿の閲覧や編集、主題図の作成機能

等を搭載した標準 GIS を開発した。平成 26 年度事業においては、これまで GIS を利

用していなかった人にも広く普及することを目指し、標準 GIS の操作性の向上・統一

化を図った。なお、平成 25 年度実証試験の参加者からの要望を反映した、各森林クラ

ウドシステムの操作性向上に向けた個別の対応については、「4.7 秋田県森林クラウド

システム実証」～「4.10 熊本県・大分県森林クラウドシステム実証」に詳述する。 

 

4.2.1. 用語等の統一 

（１） 用語統一の目的 

現在、全ての都道府県で森林 GIS が導入されていると共に、市町村や、森林組合等

の林業事業体でも森林 GIS の導入が進んでいるが、使用されている GISエンジンは各

主体で異なっている。また、今後各都道府県で導入される森林クラウドに関しても、

様々なベンダーの GIS エンジンが導入されることが想定される。GIS の機能やデータ

の名称は、エンジンによって異なるため、異なるエンジンの利用者間における、シス

テム利用に関する連絡や研修の際に意思疎通のズレが生じる可能性がある。さらに、

GIS の機能やデータの名称は、英語を直訳しただけのものやコンピュータ用語が使用

されている場合が多く、GIS やコンピュータの専門知識を有しない人が GIS を利用す

るためには、先ず用語の意味を理解する所から始めなければならず、GIS 利用のハー

ドルは高い。 

本事業においても、各モデル県の森林クラウドシステムでは、以下の理由でそれぞ

れ異なる GIS エンジンを用いており、平成 25 年度事業では各モデル県によって操作

性がそれぞれ異なる結果となっていた。 

� 特定の企業の製品に偏らないため 

� 今後他の GISエンジンの参入も可能とするため 

� 利用者に選択肢を与えるため 

 

以上の問題を解決するため、GIS 初心者であっても理解しやすい機能名を使用し、

各県の森林クラウドシステムで統一化を図った。これにより、以下のような効果があ

ると考える。 

� GISエンジンの違いを意識せずに、直感的な利用を実現できる。 

� システム利用に関する連絡・相談や研修等の際に、意思疎通のズレを軽減でき

る。 

� 経験や年齢、専門性を問わず様々なユーザが利用しやすいシステムとなる。 

� 統一用語を指定することで、システム開発業者、アプリ開発業者が参入してき

た際に、機能及び用語の基準になる。 

 

（２） 各県森林クラウドにおける GIS 用語の統一結果 

行政や林業事業体が利用すると想定される代表的な機能について、以下の項目を元

に各モデル県のシステムにおける現状を把握すると共に、複数県の森林クラウドに搭

載されている機能について用語の統一化を図った。現在の各県森林クラウドに搭載し

ている主な機能とその用語は巻末資料１．「GIS 用語と機能一覧」に整理した。 

� 対象機能の有無 

� 現在使用している機能名 

� 現在使用している機能名変更の可／不可 

� 機能の追加・改修の可／不可 
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現段階では、機能の有無は各県森林クラウドシステムごとに異なっている。これは、

県によって主要ユーザ（県・森林組合など）が異なり、これにより求められる機能に

も違いが生じたためである。 

 また、複数県の森林クラウドに搭載されているものの、用語が統一されていない機

能が複数存在した。用語が統一されなかった理由として、以下が挙げられる。 

� GISエンジンで機能名が決められており、変更できない。 

� Web ブラウザによって用語が決められており、変更できない。 

� アイコンで表示する機能について、機能名を登録していない。 

� マウスで操作する（マウスホイールやマウスドラッグ等）機能につい

て、機能名を登録していない。 

� 機能の構造上、名称を登録できない項目がある。 

 

なお、GIS エンジンで用語が決められている機能は、秋田県の「属性検索」機能、

ブラウザで用語が決められている機能は、長野県・兵庫県の印刷機能のみであり、極

めて少なかった。また、機能名を登録していないアイコン表示の機能やマウス操作に

よる機能は、直感的にわかりやすい機能が多く、操作方法は各県森林クラウドにおい

て同様であり、概ね操作性は統一された。 

なお、施業履歴の登録機能については、長野県森林クラウドと熊本県・大分県森林

クラウドで登録方法が異なり、長野県では施業年度や作業種等の属性情報をシェープ

ファイルに格納してアップロードするが、熊本県・大分県では森林クラウド内の画面

上で属性情報を入力する仕組みになっている。このような機能の構造の違いにより、

用語の統一は図れなかった。 

今後、新たな機能が追加されたり、様々なベンダーがシステム開発に参入してきた

際にも、上記のような理由から一部の機能で用語の統一ができない可能性がある。し

かし今回統一化を図った機能や用語が、今後様々なベンダーがシステム開発に参入し

てきた際の搭載機能や機能名の基準になることが期待される。 

 

 

4.2.2. ユーザ認証 

平成 25 年度は、長野県以外の秋田県・兵庫県・熊本県において、1 つの ID を複数

人が使用する仕組みであったため、データ編集者等の特定ができなかった。これを受

け、平成 26 年度はアカウントを個人単位で管理することとした。これにより、データ

編集者・投稿者の特定が可能になると共に、伐採届等の Web申請の実用化が可能とな

った。Web申請については、「4.3.3 Web申請の実現」、「4.10 熊本県・大分県森林ク

ラウドシステム実証」に詳述する。 
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4.3. クラウド技術の拡張的な活用 

4.3.1. 森林所有者等を対象とする一般公開（パブリッククラウド）サービスの開始 

平成 25年度においては、各実証モデル県でアカウントを保有しているユーザに限定

した、仮想プライベートクラウド7環境での実証試験を行った。しかしながら、公益性

の高い行政等が保有する森林情報の一般公開に対する要望の高まりや、森林・林業に

おける GIS による情報管理での利活用を底上げしていくためには、より広く一般に対

して森林情報をオープンにしていく意義や森林管理におけるクラウド利用のメリット

を普及し、森林経営を効率化する仕組み作りを行っていく必要がある。 

そこで、平成 26 年度においては、クラウド技術の拡張的な活用方法として、パブリ

ッククラウド8環境を利用した森林クラウドの一般公開サービスを構築し、既に他省庁

より公開されている森林関連の地図情報や実証モデル県より提供された森林現況の主

題図等を配信した。 

 

（１） サービスの概要 

一般公開サービスの森林クラウドは、各都道府県版森林クラウドへの統一窓口とし

て開設したポータルサイト「羅森盤」（らしんばん）上に構築し、平成 26 年度におい

てはアカウント不要で誰でも閲覧可能な設計とした。 

また、広く一般のユーザに森林クラウドを認知してもらうため、構築した一般公開

サービスの名称をポータルサイトと同名の「羅森盤」とし、普及・PR する事とした。 

 

（２） システム開発 

森林クラウド「羅森盤」は、データの閲覧を主題とし、誰でも簡単に森林情報が閲

覧できるインタフェースを目指して開発を行った。 

 

 １） 機能・ソフトウェア構成 

森林クラウド「羅森盤」の主な機能を表 4.3.1 に示す。 

 

表 4.3.1 森林クラウド「羅森盤」の機能概要 

機能 概要 

拡大・縮小・移動 マウスホイールにより地図の表示範囲を拡大・縮小する。 

ドラッグ操作による地図の表示範囲を移動する。 

主題図の表示切り替え 主題図（レイヤ）の表示／非表示を切り替える。 

凡例表示 主題図に対応した凡例を表示する。 

概観図 メインの地図画面とは別に小縮尺の地図画面（概観図）を表示し、メイ

ンの地図画面の表示範囲を示す。 

図面印刷 地図画面の表示状態で A3・A4版の縦・横の用紙サイズの印刷レイアウ

ト画面を表示する。 

 

  

                                                   
7 パブリッククラウド上で、利用者の領域を仮想的に切り分ける事で、アカウント（ID とパスワ

ード）で認証された者のみがアクセスが可能なクラウドサービス 
8 パブリッククラウドとは、インターネット上に構築された、不特定多数の利用者を対象に自由

にアクセス可能なクラウドサービスの事 
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森林クラウド「羅森盤」のソフトウェア構成を表 4.3.2 に示す。 

 

表 4.3.2 森林クラウド「羅森盤」のソフトウェア構成 

項目 ソフトウェア 

Web サーバ Apache 

データベース － 

GIS エンジン Open Layers + MapServer 

開発言語 PHP 

 

 

 ２） 画面構成 

平成 26 年度においては出来るだけシンプルな画面構成を目指し、地図表示画面をメ

インに、表示レイヤの選択機能と、印刷プレビュー機能のみで構成した。 

 

森林クラウド「羅森盤」の画面構成を図 4.3.1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1 森林クラウド「羅森盤」の画面構成 

 

 

 ３） 搭載データ 

森林クラウド「羅森盤」に搭載するデータは、平成 26 年度においてはクラウドでの

情報公開における行政情報の個人情報保護に関する規定が整理されていない事から、

既に一般公開されている国土地理院の情報や、個人情報に直接つながらない森林の現

況図を公開する事とした。 

また、基本地図に関しては、民間のコンテンツ配信業者による有償の電子地図及び

空中写真配信サービスを試験的に実装した。 

 

  

表示レイヤの選択機能 

印刷プレビュー機能 
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表 4.3.3 森林クラウド「羅森盤」の搭載データ 

分類 項目 取得先（サービス名称） 縮尺 

基本地図 
電子地図（外部クラ

ウド） 

NTT 空 間 情 報 株 式 会 社

（GeoSpaceCDS） 
－ 

 
空中写真（外部クラ

ウド） 

NTT 空 間 情 報 株 式 会 社

（GeoSpaceCDS） 
－ 

 
空中写真（外部クラ

ウド） 
国土地理院（国土数値情報） － 

 

オルソ写真（1974～

1978, 1979～ 1983, 

1984～1986, 1988～

1999, 2007～） 

国土地理院（国土数値情報） － 

表示地図 国有林（境界のみ） 国土地理院（国土数値情報） 1/50,000 

 
地域森林計画対象民

有林（境界のみ） 
国土地理院（国土数値情報） 1/50,000 

 保安林（境界のみ） 国土地理院（国土数値情報） 1/50,000 

 世界自然遺産（境界

のみ） 

国土地理院（国土数値情報） 
－ 

 行政区画（大正 8 年

度, 平成 20 年度, 平

成 21 年度, 平成 22

年度, 平成 23 年

度） 

国土地理院（国土数値情報） 

1/25,000 

 樹種別主題図（秋田

県） 

秋田県森林整備課 
1/5,000 

 樹種別主題図（熊本

県） 

熊本県森林整備課 
1/5,000 

 樹種別主題図（大分

県） 

大分県森林整備室 
1/5,000 

 

（３） 運用の結果 

森林クラウド「羅森盤」は 2014 年 11月から公開を開始した。各実証モデル県や森

林 GIS フォーラム東京シンポジウム（平成 27 年 2月 4 日）での講演活動、実証参加

主体や林業広報連絡会へのメールによる告知、雑誌「森林技術」（日本森林技術協会）、

「森林と林業」（日本林業協会）等への寄稿を通して普及を図った結果、2014 年 3月

13 日現在で、合計 1,901件のアクセスが記録された。 

 

（４） サービス提供に当たっての課題 

森林クラウド「羅森盤」の構築及び運用に当たって、平成 26 年度の実証を通して明

らかになった課題を以下の通り整理した。 

 

 １） 搭載情報の課題 

森林資源の有効利用を図っていくためには、従来の林業関係者だけではなく、新エ

ネルギー開発事業者や一般の森林所有者等の関与の必要性が増していくと考えられる。

羅森盤では、森林の現況把握を現在よりも容易に行える仕組みとして、一般公開型の

WebGIS を構築している。 
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一般のユーザとって森林情報をオープンにする意義を考えるために、実証的に森林

情報を公開した。そして、森林における最も基本的な情報である、行政が保有する公

益性の高い森林情報（森林簿・森林計画図・地籍図等）の公開を想定したデータ面・

運用面での課題を検討した。 

その結果、今年度の実証モデル県 5 県においては、森林情報の公開は以下の条件で

あれば可能であると判断された。 

� 行政として公表している・もしくは公表すべきと考えられる情報 

� 個人情報が特定されない形式になっている事 

よって今年度の羅森盤には、既に紙図面として公表されている森林税で実施した事

業実績を表した図面や、林小班の個々の境界が判別できない形に加工を行った樹種別

の色分け図面の公開を行ったが、判断基準が統一化されているわけではないため、他

の都道府県においてどのような判断がなされるかは不明確である。 

また、ユーザから多くの要望が寄せられている地番情報の公開に関しては、市町村

の個人情報保護条例や情報公開規定の観点からの検証が必要な事から今後の課題とな

った。 

今後は、他省庁で取り組んでいるオープンデータ化の取り組みや森林クラウドシス

テム標準化事業等と連携しながら、公益性の高い行政情報の公開方法について検討す

る必要がある。 

また、森林クラウドの様に、出典や作成方法が異なる情報を一元的に管理・表示す

る GIS の場合、レイヤ間で位置的な「ずれ」が生じてしまう事はやむを得ないが、こ

れまで単一の情報もしくは縮尺や作成方法が同一の情報を扱ってきたユーザは、これ

らの「ずれ」を「情報の間違い」と捉えてしまう事で、森林クラウドの利用を躊躇し

てしまう事が懸念される。 

また、今年度の搭載データの内、国土数値情報の森林域データ（民有林、保安林な

どの土地利用情報）について、都道府県の計画担当者からは森林情報としては不適切

であるとの指摘があった。既に国土地理院より一般公開されている情報であるにも関

わらず、既存の森林情報とは異なる精度を持った土地利用情報が並列表示されること

に対する懸念が大きい。しかしながら、今後は精度や取得源がそれぞれ異なる情報を

森林クラウド上に集積し、活用していくことが想定される。このため、森林クラウド

を広く一般で利用していくためには、空間情報の利用・公開に関するリテラシー教育

が必要となる。 

 

 ２） 運用上の課題 

平成 26 年度においては、広く一般に森林クラウドを普及させるという観点から、ア

カウント登録無しで誰でもアクセス可能なサービスとして提供した。ユーザアクセス

の利便性が高まったため、森林クラウド「羅森盤」へのアクセス数は増加した。 

しかしながら、アカウントによる管理を行わない事で、どのような団体に所属して

いる人がどのような目的で利用しているのか把握する事ができない。そのため、今後

森林クラウド「羅森盤」を通して、どの様な所属のユーザにどのような情報を提供し

ていくべきなのか、定量的に評価できない点が課題として提示された。 

また、平成 26 年度では外部クラウドサービスを試験的に搭載（NTT 空間情報株式

会社が提供する電子地図・空中写真配信サービス「GeoSpaceCDS」）したが、今後こ

のような有償サービスのコスト負担について検討する必要がある。 

 

（５） 今後の展望 

森林クラウド「羅森盤」は、より広く一般に対して森林情報をオープンにしていく

意義や森林管理におけるクラウド利用のメリットを普及するためのサービスとして、
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森林 GIS フォーラムや Web アンケートを通してユーザから多くの期待が寄せられて

いる。平成 26 年度に明らかとなった課題への対応を図りながら、引き続き構築を進め

て行く事が望ましい。 

 

4.3.2. 多様なプラットフォームでの利用 

平成 26 年度においては、インターネットにさえつながっていれば場所やデバイスに

縛られずにサービスを利用できるというクラウド技術の特徴を森林クラウドにおいて

実証するため、デスクトップ型の GISエンジンとの連携によるサービス利用の仕組み

やモバイル端末でのサービス利用を検討した。 

 

１）ローカル環境との連携（高度な解析の実現） 

森林クラウドでは対応できない高度な解析を実施するためには、既存のデスクトッ

プ上のローカル環境にある GIS やツールと組み合わせた活用を考える必要がある。 

平成 26 年度においては、以下 2 つの手法によって、クラウド環境とローカル環境と

の連携を実証した。 

① 森林クラウドに搭載された行政の森林簿情報を平成 25年度に定められた標準仕

様形式で出力し、ローカル環境で動作するツールによって解析を行う。 

② 森林クラウドに搭載された森林情報を、WMS 形式（Web Map Server）で配信

し、WMS の追加機能のあるデスクトップ型 GIS 上でローカル上にあるその他

の森林情報と重ね合わせて利用する。 

①については、秋田県森林クラウドと熊本・大分県森林クラウドにおいて実証を行

った。（実証の詳細は、「4.7 秋田県森林クラウドシステム実証」及び「4.10 熊本県・

大分県森林クラウドシステム実証」を参照） 

また、②については、熊本・大分県森林クラウドにおいて実証を行った。（実証の詳

細は、「4.10 熊本県・大分県森林クラウドシステム実証」を参照） 

 

２）モバイル端末での利用 

クラウドは、特定の PC を指定しなくとも、インターネットを介してあらゆる端末

のブラウザ上で利用できる特徴がある。 

平成 25年度においても、モバイル端末上での閲覧が可能な森林クラウドとして構築

を行ったが、スマートフォン等で主流となっているタッチパネルに対応したインタフ

ェースとなっていなかったため、操作しづらいという課題が生じていた。 

また、平成 25 年度の実証結果において、現場でユーザの現在位置を確認したいとい

う要望が森林組合のユーザを中心に多く寄せられたが、森林クラウドとスマートフォ

ンやタブレット端末に内蔵されているGPSと連動する機能は実装されていなかったた

め、要望を実現できていなかった。 

そのため、平成 26 年度においては、平成 25 年度の課題への対応として、①モバイ

ル端末用のインタフェースの構築、②モバイル端末内の GPS と連動する機能を構築し

た。 

①、②ともに、共有型森林クラウドとして構築している熊本・大分県森林クラウド

において実証を行った。（実証の詳細は、「4.10 熊本県・大分県森林クラウドシステム

実証」を参照） 

 

4.3.3. Web 申請の実現 

「3.1.3 森林計画制度における森林情報の課題整理」で示した通り、森林計画制度上

の手続きを効率化するためには、申請事務等といったプロセスを全国で共通化してい

く事が重要である。 
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平成 25 年度においては、クラウドの共有機能を利用した現場データのアップロード

機能を実装した。 

平成 26 年度においては、林業関係者のほとんどが関係する森林計画制度上の手続き

として、特に伐採届の申請に焦点を当て、森林法上の手続きの流れに沿った Web申請

機能の実証を行った。 

Web申請の実証は、共有型森林クラウドとして構築している熊本・大分県森林クラ

ウドにおいて行った。（実証の詳細は、「4.10 熊本県・大分県森林クラウドシステム実

証」を参照） 

  



 

37 
 

4.4. 標準仕様案への対応 

森林クラウドシステム標準化事業が作成した平成 25 年度標準仕様案（基本仕様）に

基づき、森林簿を変換して実証システムに搭載し、その過程で発生した疑問点を標準

化事業に質問し、回答を得た。さらに実証事業として整理した標準仕様案における課

題を提示し、今年度版標準仕様での対応を得ることとなった。 

 

4.4.1. 森林簿の平成 25 年度標準仕様案への変換 

秋田県、兵庫県、熊本県において、森林簿を平成 25 年度標準仕様案（基本仕様）に

基づき変換した。 

秋田県、兵庫県においては、標準仕様案に対応した森林簿を森林クラウド上に搭載

し、閲覧可能とした。秋田県では、編集も可能である。熊本県においては、森林クラ

ウド上で閲覧する森林簿は県の独自形式であるが、csv にエクスポートする際に平成

25 年度標準仕様案に対応した形式となる。 

変換したテーブルの概要は表 4.4.1～表 4.4.3 のとおりである。 

 

表 4.4.1 秋田県における変換したテーブルの概要 

変換前 変換後 

テーブル名 フィールド数 レコード数 テーブル名 フィールド数 レコード数 

森林簿 117 687,269 小班 57 687,269 

樹種 31 693,916 

所有者 15 106,616 森林所有者 11 687,269 

施業履歴 17 144,944 施業履歴 19 687,269 

 

表 4.4.2 兵庫県における変換したテーブルの概要 

変換前 変換後 

テーブル名 フィールド数 レコード数 テーブル名 フィールド数 レコード数 

森林簿 180 934,866 小班 49 934,866 

樹種 31 1,007,136 

森林所有者 10 580,986 

施業履歴 18 14,302 

 

表 4.4.3 熊本県における変換したテーブルの概要 

変換前 変換後 

テーブル名 フィールド数 レコード数 テーブル名 フィールド数 レコード数 

森林簿 195 1,096,507 小班 34 1,096,507 

樹種 28 1,178,298 

森林所有者 9 ※提供なし 

施業履歴 17 0 施業履歴 17 ※データなし
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カテゴリの変換事例として、各県の樹種と標準仕様「中樹種」の対応を示す。 

 

表 4.4.4 秋田県における「樹種」と「中樹種」の変換テーブル 

変換前 変換後 

樹種 コード 中樹種 コード 

スギ 11 スギ 01 

アカマツ 12 マツ類 03 

クロマツ 13 マツ類 03 

カラマツ 14 カラマツ 04 

ヒバ 15 ヒノキ類 02 

ヒノキ 16 ヒノキ類 02 

ストローブマツ 17 マツ類 03 

バンクスマツ 18 マツ類 03 

サワラ 19 ヒノキ類 02 

オウシュウトウヒ 20 マツ類 03 

アオモリトドマツ 21 マツ類 03 

メタセコイア 22 その他 N 07 

その他針葉樹 23 その他 N 07 

クリ 31 その他 L 11 

ブナ 32 ブナ 10 

キリ 33 その他 L 11 

コバノヤマハンノキ 34 その他 L 11 

イタリアポプラ 35 その他 L 11 

ウルシ 36 その他 L 11 

ニセアカシヤ 37 その他 L 11 

ヤマナラシ 38 その他 L 11 

ケヤキ 39 その他 L 11 

その他広葉樹 40 その他 L 11 

エンジュ 41 その他 L 11 

サクラ 42 その他 L 11 

ツバキ 43 その他 L 11 

タケ 51 タケ 12 

キハダ 60 その他 L 11 

コナラ 71 その他 L 11 

ミズナラ 72 その他 L 11 

カエデ 73 その他 L 11 

ホウノキ 74 その他 L 11 

シナノキ 75 その他 L 11 

クルミ 76 その他 L 11 

トチノキ 77 その他 L 11 

ミズキ 78 その他 L 11 

センノキ 79 その他 L 11 

シデ 80 その他 L 11 

カンバ 81 その他 L 11 

カツラ 82 その他 L 11 

ヤチダモ 83 その他 L 11 

カシワ 84 その他 L 11 

ニレ 85 その他 L 11 
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表 4.4.5 兵庫県における「樹種」と「中樹種」の変換テーブル 

変換前 変換後 

樹種 コード 中樹種 コード 

スギ 01 スギ 01 

ヒノキ 02 ヒノキ類 02 

アカマツ 03 マツ類 03 

クロマツ 04 マツ類 03 

カラマツ 05 カラマツ 04 

テーダマツ 06 マツ類 03 

モミ、ツガ 07 その他 N 07 

その他針葉樹 08 その他 N 07 

クヌギ 11 クヌギ 08 

ブナ 12 ブナ 10 

ポプラ 13 その他 L 11 

その他広葉樹 14 その他 L 11 

コナラ 15 ナラ類 09 

ケヤキ 16 その他 L 11 

竹 21 タケ 12 

 

表 4.4.6 熊本県における「樹種」と「中樹種」の変換テーブル 

変換前 変換後 

樹種 コード 中樹種 コード 

スギ 11 スギ 01 

ヒノキ 18 ヒノキ類 02 

マツ 22 マツ類 03 

その他針葉樹 50 その他 N 07 

クヌギ 60 クヌギ 08 

広葉樹等 81 その他 L 09 

その他広葉樹 82 その他 L 10 

孟宗竹 31 タケ 11 

苦竹（またけ） 32 タケ 11 

淡竹（はちく） 33 タケ 12 

こさん竹 34 タケ 12 

その他竹林 35 タケ 12 

疎密度３未満 51 ※該当なし - 

原野 52 ※該当なし - 

土場等 55 ※該当なし - 

その他 56 ※該当なし - 

岩石地 91 ※該当なし - 

崩壊地 92 ※該当なし - 

荒廃地 93 ※該当なし - 

その他 94 ※該当なし - 

モリシマ 70 ※該当なし - 

クリ 41 ※該当なし - 

ツバキ 42 ※該当なし - 

シュロ 43 ※該当なし - 

ハゼ 44 ※該当なし - 

その他特殊林 45 ※該当なし - 

 

なお、これらの変換作業に掛かった作業日数は秋田県約 10 人日、兵庫県約 6 人日、

熊本県約 20 人日である。 
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4.4.2. 平成 25 年度標準仕様案への変換における課題 

標準仕様案への変換作業を実施する中で発生した疑問点については、質問表を標準

化事業に送付し回答を得た。標準化事業の事務局では、質問事項に対する回答を表 

4.4.7 の 4 通りに分類している。 

 

表 4.4.7 標準化事業からの分類ごとの回答数 

対応案 回答の分類 回答数 

仕様の修正 
仕様の錯誤 2 

仕様を見直すべき内容 1 

仕様のまま 
仕様通り（説明を追加） 10 

仕様では定めない（ユーザの判断に委ねる） 13 

 

「仕様では定めない（ユーザの判断に委ねる）」との回答が最も多く、結果として秋

田、兵庫、熊本の 3 県では異なる仕様のデータベースが構築された。 

例えば、小班テーブルの「森林の種類」では、複数の森林の種類がある場合が多く、

これに対し「仕様では定めない（ユーザの判断に委ねる）」とされているため、各県で

異なる対応を行った。各県での対応方法の詳細は以下の通りであり、イメージを図 4.4.1

に示す。 

 

図 4.4.1 標準化対応における「森林の種類」変換イメージ 

 

秋田県では県森林簿および地図とのリンク情報を追加、森林の種類の追加、所有者

コードには既存コードを使用して対応した。また、システム上で森林簿表示する際は、

小班テーブルと樹種テーブルを結合して単一の表として表示し、CSV 出力時にも同様

の扱いとした。主題図表示には、代表林種・樹種として、県森林簿の「樹種 1」・「林種

1」に格納されていた値を使用した。 

兵庫県では地図とのリンク情報を追加、森林の種類の追加として対応した。 

変換前 秋田県、兵庫県

小班 森林の種類（保安林） 森林の種類（その他） 小班 森林の種類１ 森林の種類２ 森林の種類３

1 水源かん養保 国立公園普 1 水源かん養保 国立公園普 国立公園第3種

1 国立公園第3種 2 水源かん養保

2 水源かん養保

熊本県

　　　　　　　　　　　低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高

優先度：　水源涵養保安林　＜　国立公園普通地域　＜　国立公園第3種特別地域

小班 森林の種類 ※　水源かん養保：水源かん養保安林

1 国立公園第3種 ※　国立公園普：国立公園普通地域

2 水源かん養保 ※　国立公園第3種：国立公園第3種特別地域

変換

変換

小班１ 小班２

水源かん養保安林

国立公園普通地域

国立公園第3種特別地域
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熊本県では森林の種類の関連項目となる制普別、公園、保安林 A〜B、その他 A〜C

について優先度を設定し、優先される項目に該当すればその値を代表値として採用す

る手順とし、項目追加によるデータベース定義の変更を伴わない対応とした。 

また、熊本県では樹種が第 1から第 8 まであり、林種は樹種と 1 対で管理されるが、

標準仕様では林種が小班テーブル、樹種が樹種テーブルに分離されており、林種を代

表値とする必要があった。これについては第 1樹種の林種を小班テーブルの林種に格

納することで対応した。 

このように幅を持った標準仕様となっているのは、既に森林 GIS の導入が完了して

いる都道府県を対象に、標準仕様への移行を容易にすることを想定しているためであ

る。都道府県としては、これまで独自に活用してきた項目等をある程度残した状態で

の標準仕様とした方が、移行しやすいと考えられる。 

しかしながら、森林クラウドでは、様々なツールでクラウド上のデータを利用する、

森林所有者や製材業者等の立場からは県境を越えてデータを利用する、という利用形

態を想定している。このため、更なる項目の絞込み、構造の単純化を行った全国統一

の標準仕様が必要と考えられる。この点について、実証事業からは第 2回技術委員会

（平成 26 年 12月 8 日）で報告した。 

標準化事業では、今年度策定中の市町村・林業事業体向けの基本仕様に上記の考え

方を反映するものとしている。  
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4.5. 参加者増に向けた取り組み 

多くの参加者により実運用に近い実証を行うため、普及活動に取組んだ結果、実証

5 県におけるアカウント登録者数は 400 人を超えた。 

 

4.5.1. 取り組みの必要性 

普及活動の対象は、実証試験に直接参加する者、クラウド上で利用可能な解析ツー

ルの開発を担うシステム開発業者、広く全国の森林・林業関係者と大きく 3 つに分け

られる。 

昨年度の実証試験への参加者は、各県 10名程度であり、実運用のレベルには至らな

い状況であった。多くの参加者を対象にしたシステム運用の実証により、実運用に資

する課題を抽出することができる。このため、実証試験への参加者を増やすための取

組みとして、実証 5 県の市町村、林業事業体等を対象として各種説明会を実施した。 

本事業が実証する森林クラウドは、補助事業終了後も実際に業務として運営してい

くことが求められている。クラウドシステムは、より多くの利用者が参加することが

クラウドの効果発揮につながるという特性を持っている。利用者が多くなることで各

利用者の費用負担の低減、情報流通の促進などの効果が発揮され、その効果により利

用者が更に増えるという循環が期待される。 

一方で、魅力あるクラウドシステムの条件の一つとして、クラウド上で利用可能な

解析ツール、各種データが豊富であるということがあるが、これらは多くの開発業者

が参入することにより実現される。利用者数が多いことはビジネスチャンスの創出に

つながり、開発業者の参入数増加につながるという循環が期待される。 

このように、図 4.5.1 に示す 2 つの循環作用を推進して利用者数を増やしていくこ

とにより、クラウドシステムの実運用が可能となる。このため、システム開発業者、

広く全国の森林・林業関係者を対照とした普及活動が必要である。 

 

 

図 4.5.1 利用者数の増加に関わる循環作用 

 

4.5.2. 実施内容 

実証試験の参加者増を目的とした実証県ごとの説明会、システム開発業者への普及

を目的とした説明会、広く全国の森林・林業関係者への普及を目的としたポータルサ

イトの開設、森林 GIS フォーラムを通じた普及活動を行った。 

 

（１） 実証県ごとの普及活動 

実証 5 県それぞれにおいて、実証試験の参加者増を目的として、説明会を開催した。

開催案内は、各県や森林組合連合会等の協力を得て、全市町村、森林組合、主要な林

業事業体、製材工場等に通知した。 
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説明会では、森林クラウドの概要を分かりやすく伝えられるよう工夫し、アカウン

トの申込書を配布した。 

さらに、アカウント申込者を対象に、利用方法を伝えるための利用者講習会を開催

した。ここでは、1～数人に 1 台程度のノート PC を準備し（参加者持参を含む）、実

際にシステムを動かしながら利用方法を学べるようにした。 

各実証県における説明会、利用者講習会の開催状況は表 4.5.1 のとおりである。 

 

表 4.5.1 実証県における説明会、利用者講習会の開催状況 

実証県  
説明会  利用者講習会  

参加者数  開催月日  会場  参加者数  開催月日  会場  

秋田県  35 名  7 月  28 日  ルポールみずほ  16 名  11月 13日  ルポールみずほ  

長野県  6 名  9 月 17 日  長野県庁会議室   5 名  10月 22日  長野県庁会議室  

兵庫県  44 名  11 月 7 日  中播磨県民セン

ター会議室  
（説明会と同時開催）  

熊本県  47 名  

 

8 月 12 日  くまもと県民交

流館パレア  

16 名  10 月 2 日 

 

熊本市中央公民

館  

大分県  45 名  10 月 3 日  大分県庁会議室  22 名  11 月 7 日  県庁会議室  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.2 説明会の様子 

 

 

 

 

兵庫県説明会・講習会 

熊本県説明会 
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図 4.5.3 利用者講習会の様子 

 

（２） 開発事業者向け説明会 

クラウド上で利用可能な解析ツールの開発を行うと見込まれる開発事業者を対象と

し、事業の周知を目的として、説明会を開催した。開催案内は、森林クラウドシステ

ム標準化事業を実施している一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）メ

ールマガジン（約 8000件の企業・団体に配信）、森林 GIS フォーラムメーリングリス

ト、一般社団法人日本森林技術協会ホームページにて周知を行った。 

開催概要は以下の通りである。 

 

日時：2014 年 9 月 26 日（金）13:30～16:00 

場所：主婦会館プラザエフ 9F スズラン 

主催：実証事業（一般社団法人日本森林技術協会、パシフィックコンサルタンツ

株式会社、株式会社パスコ）、標準化事業（住友林業株式会社、一般財団

法人日本情報経済社会推進協会）の共催 

参加者：55 社 76名 

 

説明会では、事業概要の説明、システムのデモンストレーションを実施し、今後も

進捗状況を共有していくことを確認した。 

 

大分県利用者講習会 

長野県利用者講習会 

秋田県利用者講習会 
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図 4.5.4 開発事業者向け説明会 

 

参加者に対してアンケートを行い、有効回答数 63 の結果を得た。集計結果を以下に

示す。 

説明会への参加者は図 4.5.5 のとおりシステム開発業者が多かった。参加者がこれ

まで開発してきたシステムとしては、図 4.5.6 のとおり森林 GIS が多いが、森林・林

業分野の行政システムなど幅広く対応してきていることがわかる。一方で顧客の分布

範囲は図 4.5.7 のとおり 1 県または全国の 2峰を示し、県内のみを対象とした小規模

業者と、全国を対象とした大規模業者のいずれからも参加があった。 

システム開発における課題としては図 4.5.8 のとおり「都道府県の森林簿に様式を

合わせているため、他県に普及が困難である。」が最も多く、標準仕様の必要性が高い

ことが分かる。さらに、「顧客のニーズが複雑で、対応が困難である。」にもかかわら

ず「利用者数が少なく、利益が見込めない。」ことが分かる。クラウド化し、多くの利

用者が見込まれれば開発が進むと期待される。 

本事業への期待、要望は図 4.5.9、図 4.5.10 のとおりであり、標準仕様や API の整

備によるデータやり取りの効率化が求められている。 

このように、本事業に対する森林・林業関係のシステム開発事業者の関心は高く、

また事業の趣旨については理解が得られたものと考える。今回の説明会は、事業概要

の説明にとどまり、システムに関する具体的な内容まで触れなかったため、参加者か

らは具体性に乏しいという意見もあった。今後も、事業の進捗にあわせて情報共有が

必要である。 

 

 

図 4.5.5 回答者の業務分野 
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図 4.5.6 これまでに開発した森林・林業関係のシステム 

 

 

図 4.5.7 これまでに開発した森林・林業関係のシステムの顧客分布範囲 

 

 

図 4.5.8 これまでに開発した森林・林業関係のシステムにおける課題 
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図 4.5.9 本事業に期待すること 

 

 

図 4.5.10 本事業に対する要望 

 

（３） ポータルサイトの開設 

森林クラウドシステムの周知と、利用時の窓口の統一を目的として、ポータルサイ

トを構築、公開した。公開について、各実証モデル県や森林 GIS フォーラム東京シン

ポジウム（平成 27 年 2 月 4 日）での講演活動、実証参加主体や林業広報連絡会への

メールによる告知、雑誌「森林技術」（日本森林技術協会）、「森林と林業」（日本林業

協会）等への寄稿を通して周知を行った。 

ポータルサイトの概要は以下の通りである。 

 

名称 ：森林クラウドポータルサイト『羅森盤』 

URL ：http://rashinban-mori.com/ 

内容 ：  ①森林クラウドって、なに？ 

  ②森林クラウドって、なにができるの？ 

  ③一般公開（パブリッククラウド）サービス 

  ④活用事例レポート 

  ⑤トピックス 

  ⑥ヘッドラインニュース 

  ⑦各都道府県実証システムへのリンク 

  ⑧実証参加者向けアンケート 
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「森林クラウドって、なに？」及び「森林クラウドって、なにができるの？」では、

構築を進めている森林クラウドシステムの概要を、広く一般に説明する内容を記載し

た。「一般公開（パブリッククラウド）サービス」に関しては、「4.3.1 森林所有者等を

対象とする一般公開（パブリッククラウド）サービスの開始」で詳述した。 

「活用事例レポート」では、『羅森盤』への訪問者増加を目的とし、定期的に森林情

報の活用事例について報告した。主なタイトルについて、表 4.5.2 に示す。「トピック

ス」では、本事業に関連した周知を行った。「ヘッドラインニュース」では、『羅森盤』

への訪問者増加を目的とし、各種森林・林業関連の雑誌の主要目次や、イベントの開

催について掲載した。 

「各都道府県実証システムへのリンク」と「実証参加者向けアンケート」は、利用

する際に実証参加者のアカウント（ID・パスワード）が必要となっている。「各都道府

県実証システムへのリンク」では、将来的なアカウントの一括管理を見据え、各都道

府県システムへの窓口を一本化した。「実証参加者向けアンケート」では、今年度の実

証に参加いただいた主体に向けて、森林クラウドシステム利用に関するアンケートを

実施した。アンケートの結果については、「4.11.1 アンケート調査」において述べる。 

 

表 4.5.2 活用事例レポートの主なタイトル 

更新日 タイトル 概要 

1/26 CS立体図を使った路網配置

計画の検討 

兵庫県版システムで配信している CS

立体図を活用した、路網計画の策定 

2/6 森林クラウドによる申請業務

の効率化 

熊本県版システムで実証している、

「伐採届けシステム」の紹介 

2/23 データの見方 注意点 複数の主体が作成したデータを重ねて

見る際の注意点 

2/23 オープンデータクラウド 

「羅森盤」（らしんばん） 

公開版森林クラウド「羅森盤」の紹介 

3/9 「生産性検証ツール」のここ

がスゴイ！ 

秋田県で実証している「生産性検証ツ

ールの紹介」 

3/23 みんなの意見 ～実証参加者ア

ンケート結果～ 

実証参加者に対して行った、アンケー

ト結果の紹介 
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図 4.5.11 『羅森盤』トップページ（平成 27 年 2 月 1 日時点） 
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ポータルサイトの構築に当たっては、多数の訪問者獲得を目的とし、親しみやすい

デザインとなるよう心がけた。 

平成 27 年 3 月 13 日までの『羅森盤』への訪問者の推移について、図 4.5.12 に示

す。一日あたりの平均訪問者数は、2 月で 114 人、3 月で 117 人であった。訪問者数

は一定の幅で安定しており、複数回訪問するリピータが多いと考えられる。 

リピータの存在は、『羅森盤』が森林クラウドシステムの窓口として認識されている

ことを示す。今後は、アカウント認証時のフロントエンドの役割等を担う場として、

活用を進めることとする。 

 

 
図 4.5.12 『羅森盤』訪問者数の推移 

 

 

（４） 森林 GIS フォーラムを通じた普及活動 

森林 GIS フォーラムは、森林 GIS の応用と普及を目指した産官学連携の組織であ

り、本事業の実施 3 社はいずれも長年に亘り森林 GIS フォーラムの賛助会員として活

動してきた。 

本事業が普及の対象とする行政の森林 GIS 担当者、システム開発事業者のいずれも

が森林 GIS フォーラムの会員に含まれることから、森林 GIS フォーラムのメーリング

リストやシンポジウムを通して、普及活動を行うものとした。 

平成 27 年 2 月 4 日開催の森林 GIS フォーラム東京シンポジウムは、森林クラウド

特集であり、表 4.5.3 に示すプログラムであった。このうち、本事業からは講演 3題、

話題提供 1題を発表した。また、デモブースでは、パシフィックコンサルタンツ株式

会社、株式会社パスコがそれぞれ実証システムのデモンストレーションを行った。 
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表 4.5.3 森林 GIS フォーラム東京シンポジウムプログラム 

※ 下線は本事業からの発表 

 

2015 年 森林 GIS フォーラム東京シンポジウム 

 

 日時 2015 年 2月 4 日 11時～17時 

 場所 東京大学弥生講堂アネックス 

 

  １．基調講演 

 「森林 GIS フォーラム 20 年とこれから」 

    三重大学大学院生物資源学研究科 松村直人 

   

  ２．シンポジウム「これからの林業は、森林クラウドが変える」 

   1)「森林情報高度利活用技術開発事業の概要」 

    林野庁計画課 

   2)「標準化事業の実施状況と検討の方向性について」 

    住友林業株式会社 岡田広行 

   3)「森林クラウドに関わるセキュリティ問題」 

    一般財団法人日本情報経済社会推進協会 那須野元庸 

   4)「クラウド時代の業務効率化」 

    一般社団法人日本森林技術協会 大萱直花 

   5)「クラウド上での森林情報の共有と更新の可能性～秋田県実証～」 

    パシフィックコンサルタンツ株式会社 中村 尚 

   6)「共有型森林 GIS への期待と課題～九州地方実証～」 

    株式会社パスコ 島崎浩司 

   7)意見交換（今後どのようにクラウドを普及させていくか） 

 

  ３．賛助会員の話題提供 

  一般社団法人日本森林技術協会「森林クラウド羅森盤の公開」 

  株式会社パスコ 

  アジア航測株式会社 

  北海道地図株式会社 

 

 

4.5.3. 普及活動の効果 

これらの普及活動により、アカウント利用者数が 5 県で 411 人（2015 年 3月 20 日

時点）となった。実証試験の参加者数を増やすという目的は達成できたといえる。 

システム開発業者、広く全国の森林・林業関係者を対象とした普及については、直

接の効果は測れないものの、羅森盤ホームページへの訪問者数が日平均 100 人を超え

ていることから、認知度は高まったものと考えられる。 

普及活動については、継続が重要であり、ホームページの更新や森林 GIS フォーラ

ム等を通じた定期的な情報発信を行う必要がある。 
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4.6. 生産性検証ツール開発 

森林クラウドにおいて各種ツールは、クラウド上の各種森林情報の利活用や、森林

クラウド利用者の増加に対し、非常に重要な役割を果たす。クラウド上の各種森林関

連情報の活用可能性を検証するため、生産性検証ツールを開発・実証した。 

この生産性検証ツールは、標準仕様森林簿等の情報を用いることで、間伐や皆伐施

業の生産性（労働量あたりの収穫材積）を計算し、施業時の目安となる値を示すこと

を目的としたツールである。 

なお、開発に当たっては、多様な主体が森林クラウドのツール開発へ参画すること

を推進するため、外部ツールから森林クラウドのデータを利用することを想定した。 

 

4.6.1. 生産性検証ツールの概要 

昨年度は、秋田県と長野県の実証システム上に、クラウドシステム開発業者（本事

業実施主体）が路網計画策定支援ツールを開発した。平成 26 年度は、森林クラウドシ

ステム開発業者ではないソフトウェア開発業者（以降、外部業者と呼称する）がツー

ルの開発を行うことを想定し、生産性検証ツールを開発した。開発の目的は、外部業

者が開発したツールによる、クラウド上に格納されたデータの活用可能性を検証する

ことである。 

多様な外部業者がクラウド上のデータを利用するツールを開発するためには、クラ

ウド上から統一的なルールで整備されたデータを得られる状況が必要である。統一的

なルールとして、平成 25 年度より「森林クラウドシステム標準化事業」がクラウドに

格納する森林簿の標準仕様を作成している。今年度開発した生産性検証ツールは、平

成 25 年度版標準仕様に則った森林簿を入力データとして用いることとし、ツールの開

発や利用の際に生じる課題を整理した。 

 

4.6.2. 生産性検証ツールの機能 

生産性検証ツール利用の流れを、図 4.6.1 に示した。利用に際して森林クラウドと

生産性検証ツールが満たすべき要件は、「標準仕様森林簿のエクスポート」、「標準仕様

森林簿の取り込み」、「施業情報の入力」、「生産性の計算」、「計算結果の表示」の５つ

に分けられる。 

 

 
図 4.6.1 生産性検証ツール利用の流れ 
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「標準仕様森林簿のエクスポート」は、クラウド上より標準仕様森林簿を csv 形式

で出力する機能である。この機能は、各県実証システムに実装した。標準仕様森林簿

は複数のテーブルで構成されているが、今年度は単一の csv ファイルとしてエクスポ

ートすることとした。複数のテーブルを単一の csv ファイルにまとめるため、今年度

は樹種テーブルに小班テーブルを結合し、単一のテーブルを作成することとした。 

「csv の取り込み」は、標準仕様森林簿から生産性検証に必要な森林情報を抽出する

機能である。抽出する情報は、小班面積、樹種、平均樹高、材積などである。 

「施業情報の入力」は、ツールの利用者が、生産性検証に必要な施業に関する情報

を入力することを指す。入力する情報は、間伐方法、施業システム、使用機械などで

ある。 

「生産性の計算」は、入力されたデータを用いて、生産性を計算する機能である。

この機能を実装するにあたり、（独）森林総合研究所の鹿又秀聡氏が中心となり開発し

た”見積もりシステム”を利用した。 

「計算結果の表示」は、計算された生産性を施業種（皆伐、間伐）ごとに表示する

機能である。 

実際の利用画面を図 4.6.2 に示した。 

 

 
図 4.6.2 生産性検証ツールの利用画面 
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4.6.3. 実証結果と今後の展望 

（１） 実証結果 

ポータルサイト『羅森盤』上にて生産性検証ツールを公開した。平成 27 年 3月 6 日

（公開日）から平成 27 年 3月 20 日までのダウンロード回数は計 152回であった。な

お、この回数には、同一ユーザによる複数回ダウンロードも含まれており、生産性検

証ツールをダウンロードしたユーザ数を表すものではない。 

生産性検証ツールを開発する上で、標準仕様森林簿を利用するに際し、以下の課題

が浮かび上がった。 

 

 １） テーブル間の連携に関する、統一的なルールの必要性 

平成 25 年度版標準仕様では、森林簿情報を複数のテーブルで管理することとしてい

る。テーブル間の連携にはキーコードを用いることになっており、テーブルによって

は一対多、多対多の関係が許容される構造となっている。 

各種ツールが標準仕様森林簿のデータを利用する際、必要なデータが複数のテーブ

ル内に存在する場合が想定される。生産性検証ツールでは、小班テーブルと樹種テー

ブルに格納されているデータを用いるが、必要なデータやテーブルの組み合わせはツ

ールによって異なる可能性がある。森林クラウド上から標準仕様森林簿を出力するに

あたり、出力形式のデータ構造（テーブルの形式、結合方法など）が統一されていな

いと、単一のツールを複数県で利用することが難しくなる。そのため、多様なツール

が開発されるためには、標準仕様森林簿を出力する際の統一的なルールが必要である。 

 

 ２） 空間情報活用のための、データ整備方法 

現状においては、林野庁長官通知と異なり、小班界が林相・所有界と必ずしも一致

していない。各都道府県の全ての小班界を、長官通知の小班定義に即したものに是正

するのは、膨大な作業を擁することもあり、現実的ではない。そのため、同一小班内

に複数の林相が存在することを想定する必要がある。 

一方で森林に対する施業は、一般的に林相・所有者単位で実施される。そのため、

施業の計画や施業履歴の管理等は、林相・所有者単位で行われるべきである。 

このように、森林簿情報を各種施業で用いる場合、スケール間での齟齬が生じる。

特に地形情報などは小班単位で計算された値が記入されており、小班内の一部の林相

のみを対象としたデータの利用を行う際には不適切である。本来は小班内の対象とす

る林相が該当する範囲のみで、空間的にデータを切り出す必要がある。 

今年度開発した生産性検証ツールは、標準仕様森林簿を入力データとして用いるた

め、計算の最小単位が小班に限られる。しかし、実際の施業は林相・所有者単位で行

われることが多く、ツールと実際の施業の間にかい離が生じてしまっている。 

そのため、ツール利用の目的を考えると、空間的にデータを整備し、レイヤ単位の

情報管理方法を検討する必要がある。データを複数のレイヤで管理することで、デー

タを必要な範囲でその都度切り出すことが可能になる。このようなレイヤは新たに整

備する必要があり、その標準仕様も併せて求められる。 
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表 4.6.1 空間情報を利用するツールを前提としたデータ整備方法 

 

 

（２） 今後の展望 

クラウド上の各種森林情報の利活用や、森林クラウド利用者の増加のためには、ユ

ーザのニーズに応える魅力的なツールが必要である。そのため、多様な主体が利用す

るだけでなく、より多くの開発主体が参加できることを念頭に置く必要がある。 

今後は、3.2.2.（４）で示した森林クラウドの効果を、より高めるようなツールの開

発を進めると同時に、データの多様な利用形態に関しても実証することとする。 

具体的には、届出業務の簡素化や、施業の計画・実行の補助、中長期的な出材量予

測の機能を持つツールが考えられる。 
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4.7. 秋田県森林クラウドシステム実証 

4.7.1. 実証システム構築の方針 

（１） 現状と要望 

秋田県では、SIS Map 6.2 を用いたシステムが導入されている。全県で 12 ライセ

ンスを保有するものの、ライセンスが十分ではない。また、バージョンアップのた

めの予算が確保できていない状態であった。また、データの更新においても、予算

削減により、臨時職員が削減され、人的負担が増加していた。 

市町村においては、独自に GIS を導入しているものの、データの閲覧機能が中心

であり、ほとんど活用されていない。森林組合は、全国森林組合連合会の FOCAS と

いうソフトウェアを導入しているものの、開発が止まっており、バージョンアップ

を検討していた。 

そこで、森林クラウドの構築にあたっては、システムのバージョンアップ費用や

管理、データの更新における人的・金銭的負担の軽減を目的とし、編集機能をもつ

高機能な GISエンジンを用いて更新タイプのクラウドを構築することとなった。 

要望としては、使いたい時に使いたいデータを安価で使えるシステム、空中写真

や森林基本図、計画図の標準化、最新の空中写真、コスト削減が挙げられた。 

 

（２） 平成 25 年度実証システムの課題と今年度の対応 

平成 25 年度の実証における課題と今年度の対応は以下のとおりである。 

 

表 4.7.1 平成 25 年度の実証における課題と今年度の対応 

平成 25 年度の課題 今年度の対応 

アカウントが団体毎の管理であった。 個人毎のアカウント管理とした。 

森林簿と地図との連携が困難であった。 プログラムを改修し、森林簿と地図とを

リンクさせた。 

カスタマイズが困難であり、路網ツール

の機能を集約するなどの対応が困難であ

った。 

プログラムの構造を変えることで、カス

タマイズを行い、路網ツールを簡易に実

行する機能を実装した。 

機能が多い反面、操作が難しい。 機能を絞り込み、操作性を向上させた。 

Windows7 と Internet Explorer に限定し

ての実証であった。 

Windows7 の他、iOS でも動作を確認し、

Internet Explorerだけでなく Chrome な

ど複数のブラウザで動作を確認した。 

小班全県分のデータの搭載が困難であっ

た。 

全県分のデータを統合し、データを搭載

した。 

オルソ画像がなかった。 GeoSpace（空中写真）および J-IMAGE

（衛星画像）に対応した。 
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4.7.2. 実証システム構築 

平成 26 年度の秋田県の森林クラウドのシステムイメージは以下のとおりである。 

 

図 4.7.1 秋田県森林クラウドシステムイメージ図 

 

（１） システム開発 

秋田県森林クラウドのソフトウェア構成は以下のとおりである。GISエンジンに、

クラウド用の GIS であり、統合型 GIS 等で実績のあるインフォマティクス社の

GeoCloud を採用した。また、データベースは SQL Server とした。開発には Java

を使用し、Javaアプレットとして提供した。 

 

表 4.7.2 秋田県森林クラウドシステムのソフトウェア構成 

種別  ソフトウェア  

Web サーバ  Apache 

ミドルウェア  Tomcat 

データベース  SQL Server 

GIS エンジン  GeoCloud 

開発言語  Java 

 

クラウドシステムの機能は以下のとおりである。機能を絞り込むと同時に、使い

やすいようなカスタマイズを行い、森林簿と地図との連携を強化した。 

 

表 4.7.3 秋田県森林クラウドシステムの機能 

機能  内容  

ログイン  ユーザ・パスワードを指定し、ログインする。  

ユーザにより、アクセス権を設ける。  

森林簿検索  指定した条件に合う森林簿を抽出する。  

森林簿集計  森林簿の件数・面積・材積を集計する。  

地図連携  森林簿から地図を検索、地図から森林簿を検索する。  

地図表示  地図画面を移動・拡大・縮小する。  

地図出力  印刷・画像出力・データのダウンロードを行う。  

秋田県 

秋田県クラウド 

標準森林簿 県森林簿 

県計画図 県計画図 

数値情報 

画像 

共有 

外部サービス 

作図 

利用者 

クラウド上での編集 

ダウンロード 

アップロード 
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機能  内容  

アップロード  地図データをアップロードする。  

地図更新  作図レイヤにおいて、ログイン中のユーザのみ閲覧・更新を可能と

する。  

共有レイヤにおいて、共有データの閲覧・更新を可能とする。  

更新としてアイテム作成、色変更、頂点編集、分筆、合筆、レイヤ

間コピー機能を備える。  

計測  面積または距離を計測する。  

主題図作成  属性により塗分け表示する。  

バッファ作成  指定したラインまたはポリゴンからのバッファを作成する。  

選択ポリゴン

内抽出  

指定したポリゴン内のアイテムを抽出する。  

路網ツール  ポリラインを描画し、バッファを指定してその範囲内の森林簿を集

計する。  

 

 １） 画面構成 

画面構成は以下のとおりである。Office 等一般的なアプリケーションと同様の構

成とした。 

 

図 4.7.2 秋田県森林クラウド画面構成 

  

レイヤ一覧 

メニュー 
ツールバー 

属性一覧 

地図表示 

地図情報表示 

レイヤ情報 
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 ２） 編集機能 

森林 GIS で図形の編集によく用いられる機能としてレイヤ間コピー、分筆、合筆

がある。森林計画図の編集に利用することを想定し、これらの編集機能を搭載した。 

 
図 4.7.3 編集機能画面 

 

 ３） 作図レイヤと共有レイヤ 

編集が可能なレイヤとして作図レイヤと共有レイヤがある。作図レイヤはユーザの

みが利用できる一時的なレイヤであるが、シェープファイル形式などに出力すること

は可能である。共有レイヤはサーバにデータを保存することができる。共有レイヤは

全ユーザが閲覧、更新可能である。 

 
図 4.7.4 共有レイヤ画面 

 

 ４） 路網解析ツール 

平成 25 年度に開発した機能であり、①林道・作業道路線をポリラインとして作成、

②林道・作業道からの集材可能範囲をバッファとして作成、③集材可能範囲（バッフ

ァ）に含まれる小班の森林簿情報を集計する。 

分筆 

合筆 

レイヤ間コピー 

作図レイヤは、ユーザのみの一時的なレイヤ、 

共有レイヤは、サーバにデータが保存される。 
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図 4.7.5 路網ツール画面 

 

（２） 搭載データ 

搭載データは、県が提供する森林簿・計画図・基本図の他、国土数値情報や、外

部サービスによるオルソ画像である。 

 

表 4.7.4 秋田県森林クラウド搭載データ 

分類 項目 取得先 

森林簿 森林簿（所有者なし） 秋田県 

背景図 森林基本図（能代市のみ） 秋田県 

背景図（外部クラウド） GEOSPACE CDS（ 地 形

図） 

NTT 空間情報株式会社 

背景図（外部クラウド） GEOSPACE CDS（空中写

真） 

NTT 空間情報株式会社 

背景図（外部クラウド） J-IMAGE50 （衛星画像） スペースイメージング株式

会社 

国土数値情報 市町村界 国土地理院（公開データ） 

国土数値情報 国有林（平成 23 年度） 国土地理院（公開データ） 

国土数値情報 保安林（平成 23 年度） 国土地理院（公開データ） 

国土数値情報 世界自然遺産 国土地理院（公開データ） 

計画図 森林計画図（林小班） 秋田県 

計画図 路線 秋田県 

 

  

ポリラインからバッファを描画し、バッ

ファ内の森林簿を集計する。 

森林簿は CSV出力も可能である。 



 

61 
 

4.7.3. システム開発における課題 

システム開発における技術的な課題としては以下が挙げられた。 

 

（１） Java のバージョンアップ対応とセキュリティの設定 

本システムを使用するには、Java がインストールされている必要がある。環境に

よっては、Java がインストールされていない端末があり、利用開始にあたり Java

のインストール作業が必要となる。 

また、ブラウザの設定において、Java を無効としている場合があり、Java を有

効とするよう設定を変更する必要がある。この設定変更の際、Java8 になってセキ

ュリティが強化されたため、セキュリティを「高」に設定した上で、例外サイト・

リストにシステムを登録するなど、やや複雑な操作が必要となった。 

これらの問題を回避するには、信頼できる認証局の電子証明書を取得する必要が

あり、実運用に移行する際にはそのコストも考慮する必要がある。 

 

 

図 4.7.6 ブラウザでの Java設定画面 

 

 

（２） 印刷機能の機能拡充 

クラウド型 GISエンジンの特性から、印刷機能が十分ではなく、表示された状態

を画像に出力するか、簡易な印刷に留まっていた。 

利用者の要望として、指定した縮尺で空中写真を重ねた上で出力し、現場に持ち

出したいというものがあり、使い勝手のよい印刷機能の拡充が求められている。 
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また、印刷においては、空中写真だけでなく、地形図の等高線を空中写真に重ね

た上で印刷したいという要望もある。対応するには、技術面のみならず、見やすい

表示色など工夫が必要となり、今後の検討課題とする。 

 

（３） WMS配信など、外部へのデータ配信 

森林クラウドには、システム上でデータを操作・閲覧するだけでなく、サービス

としてデータを提供し、他の GIS と連携する機能が求められている。 

他のGISと連携するための仕様としては、現在WMSやWMTS9が一般的であり、

これらのサービスへの対応を検討する必要がある。 

 

（４） ユーザによる表示制限や更新制限 

森林クラウド上でのデータ更新を実運用に移行するには、データの著作権や閲覧

者の制限、更新者の制限を行うことが求められる。 

本年度の実証では、ユーザのみ閲覧更新が可能な作図レイヤとログインしたユー

ザは誰でも閲覧・更新が可能な共有レイヤを用意した。実運用に向けては、共有レ

イヤを細分化し、細かなアクセス制御を行う必要がある。その際、レイヤ単位での

制御となるのか、データ単位での制御が可能なのか、技術的な検討を行う。 

 

4.7.4. 今後の展望 

森林 GIS として最低限の機能は実装を進めているものの、より実用的な機能やデ

ータの搭載が望まれる。 

例えば、路網について公道のデータを含めたネットワーク化によるルート解析機

能や、クラウド上での計画図の一括更新、森林経営計画の反映等が挙げられる。 

 

  

                                                   
9 WMS（Web Map Service）、WMTS（Web Map Tile Service）は、ともにインターネット上

で地図画像を配信するための方法であり、WMTS は地図を高速かつ効率的に表示することができ

る比較的新しい方法。 
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4.8. 長野県森林クラウドシステム実証 

4.8.1. 実証システム構築の方針 

（１） 現状と要望 

長野県は、2008 年度より森林 GIS による森林情報の管理を実施している。長野

県の森林 GIS は ArcGISServer による Web 方式を採用し、LGWAN 環境で運用さ

れており、県庁職員（出先事務所を含む）だけではなく、市町村に対してもアクセ

ス権限を与えており、リアルタイムでの情報共有を実現している。 

しかし、森林組合など林業事業体は、LGWAN にアクセスすることができないた

め、現状では、県が森林簿と森林計画図のシェープファイルをオフラインで提供し、

ArcGIS や地図太郎など、林業事業体が独自に導入したソフトウェアを利用して、色

塗り図面の作成などを行っている。 

また、初期開発時に機能の大部分を WebGIS で実現したため、システムが複雑化

してしまったほか、期待したレスポンスを発揮しないなどの課題があったため、2011 

年度に再構築を行った際に、各種図面作成や複雑な分析には DesktopGIS を用い

るようにするなど、システム構成の再編を実施している。 

よって、森林クラウドの構築にあたっては、林業事業体との情報共有とシステム

提供を主たる目的とし、現行の Web システムの一部機能を活用し、クラウド環境に

移行するものとした。 

 

（２） 平成 25 年度実証システムの課題と今年度の対応 

平成 25 年度の実証における課題と今年度の対応は以下のとおりである。 

 

表 4.8.1 平成 25 年度の実証における課題と今年度の対応 

平成 25 年度の課題 今年度の対応 

林業事業体向けの機能が乏しい 測量データを施業履歴として登録する機

能を実装した。 

魅力的で共有価値のあるコンテンツに乏

しい 

地理院地図から配信されるコンテンツ

（地形図、オルソ画像）の表示を実現し

た。 

GPSカメラ、スマートフォンで撮影し写

真画像を取り込む機能を実装した。 
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4.8.2. 実証システム構築 

平成 26 年度の長野県の森林クラウドのシステムイメージは以下のとおりである。 

 

図 4.8.1 長野県森林クラウドシステムイメージ図 

 

（１） システム開発 

長野県森林クラウドは県が運用する森林GISと同じソフトウェア構成で実現する

ものとした。GIS エンジンとして ESRI 社製の ArcGISServer を使用した。ソフト

ウェアのバージョンについてはパフォーマンスの向上を図るため、県森林 GIS で使

用している 9.3 ではなく、10.1 を使用した。データベースは Oracle 社製の

OracleDatabase10g を使用した。 

なお、開発にはアプリケーションフレームワークとして MicrosoftSilverlight を

使用した。 

クラウドシステムの機能は以下のとおりである。 

 

表 4.8.2 長野県森林クラウドシステムの機能 

機能 概要 

拡大・縮小・

移動 

マウスホイールにより地図の表示範囲を拡大・縮小する。 

ドラッグ操作による地図の表示範囲を移動する。 

表示縮尺指定 縮尺を指定して地図の表示範囲を拡大・縮小する。 

主題図の表示 

切替 

主題図（レイヤ）の表示／非表示を切り替える。 

凡例表示 主題図に対応した凡例を表示する。 

画面の回転 画面を任意の方向に 360°回転させる。 

概観図 メインの地図画面とは別に小縮尺の地図画面（概観図）を表示し、

メインの地図画面の表示範囲を示す。 

計測 図上で指定した地点間の直線距離、図上で描画した区域の面積を

表示する。 
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機能 概要 

個別属性表示 画面でクリックしたフィーチャの属性をポップアップ表示する。 

属性検索 主題図の属性に対して検索条件（地方事務所名、市町村名、ラン

ドマークなど）を設定して検索し、検索条件に該当する図形をハ

イライト、ズームする。 

空間検索 地図上で選択した小班に該当する森林簿情報を検索・表示する。 

森林簿検索 森林簿の主要項目を検索キーとし、森林簿を検索し、一覧表示す

る。また、検索結果抽出された森林簿に該当する地点を地図上で

表示する。 

路網計画関連 

レイヤ表示 

路網の計画に必要となる傾斜区分、谷尾根、既設路網、地すべり

地形分布等のレイヤを表示／非表示する。 

計画路線入力 背景レイヤを参考に計画路線を入力し、総延長を計算する。 

林道利用区域 

入力 

背景レイヤや計画路線を参考に林道利用区域を入力する。また、

利用区域内の施業班の森林簿を集計し、資源構成表を作成する。 

地理院地図 

表示 

地理院地図から配信される地形図やデジタルオルソ画像を表示す

る。 

施業履歴管理 ジツタ社製の測量ソフトウェア（Assist）で作成した絶対座標値

をもった測量データ（Shape形式）を取り込み、管理する。 

現地写真登録 GNSS(GPS)カメラやスマートフォンなどで撮影した、絶対座標

値情報を持つ画像データから撮影箇所のポイントデータ作成し、

画像データを関連付けて管理する。 

 

 １） 画面構成 

画面構成は以下のとおりである。Silverlight を使用しているため、業務系アプリ

ケーションとは違う雰囲気の画面イメージとなった。 

 

 
 

図 4.8.2 長野県森林クラウド画面構成 

  

レイヤ一覧 
属性表示部分 

地図表示画面 

メニュー 
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 ２） 地理院地図表示 

地理院地図から配信される地形図やデジタルオルソ画像を表示する機能を追加

した。標準地形図は県全域、オルソ画像は 1974～1978 年のものが県全域、2007

年～のものが一部の地域となっている。 

 

 
図 4.8.3 標準地図表示例 

 

 
図 4.8.4 オルソ画像（2007 年～）表示例 
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 ３） 施業履歴管理 

長野県内の多くの森林組合には、ジツタ社製の測量ソフトウェア（Assist）が導

入されている。Assist で作成した測量データは絶対座標値をもった GIS データ

（Shape 形式）に変換することが可能であることから、これらのデータをクラウ

ドサーバに取り込み、管理する機能を実装した。 

 

 

 

 
図 4.8.5 施業履歴登録画面 
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 ４） 現地写真登録 

本年度実証事業の説明会の際にあげられた要望で、災害発生箇所や病虫獣害の

発生箇所を簡易に登録し、共有する機能である。GPSカメラやスマートフォンな

どで撮影した絶対座標値情報を持つ画像データから撮影箇所のポイントデータ作

成し、画像データを関連付けて管理する。 

 

 

 

 
図 4.8.6 現地写真登録画面 

 

（２） 搭載データ 

搭載データは、県が提供する森林簿・計画図・基本図の他、外部サービスを利用

してオルソ画像を搭載した。 

 

表 4.8.3 長野県森林クラウド搭載データ 

分類 項目 取得先 

森林簿 森林簿（所有者なし） 長野県 

背景図 森林基本図 長野県 

背景図 航空写真データ 長野県 

背景図（外部クラウド） 地理院地図（地形図） 国土地理院 

背景図（外部クラウド） 地理院地図（オルソ画像） 国土地理院 

計画図 森林計画図（林班、小班、施業班） 長野県 

計画図 路網データ 長野県 
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4.8.3. システム開発における課題 

システム開発における技術的な課題としては以下が挙げられた。 

 

（１） iOS、Android端末での利用 

本システムは Silverlight を使用して開発されているため、現時点では iOS や

Android を OS とした端末での利用が不可能である。そのため、スマートフォンや

i-pad、Android タブレットなどを現場に持ち出して使用することが不可能である。

現時点では、OS に Windows を採用しているスマートフォンやタブレットのみの利

用に限定されるため、モバイルとしての機能が制約される。 

今後、モバイル利用を想定した運用方法について検討していくことが必要である。 

 

（２） ユーザによる表示制限や更新制限 

今回の実証においては、長野県林業公社が参加している。長野県林業公社の業務

対象範囲は県全域であり、本年度実証では全県の森林簿、森林計画図の閲覧を可能

としている。 

施業履歴については、ユーザの業務対象範囲（市町村単位）で表示・更新の権限

を与えているため、林業公社はすべての施業履歴を閲覧できることとなっている。 

今後、民間の林業事業体が参加してきた場合には、更に詳細なユーザ権限の設定

が必要と考えられる。実運用に向けて、詳細なアクセス制御など、運用ルールの整

理を行う必要がある。 

 

4.8.4. 今後の展望 

各ユーザが必要としている、森林 GIS としての最低限の機能は実装したと考えら

れるが、実務レベルでより必要と考えられる機能の洗い出しを行い、実装していく

ことが必要である。 

また、県内で整備が進んでいる航空レーザ計測を用いて解析した結果など、現場

で有効に活用できるコンテンツの提供を検討する必要がある。 
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4.9. 兵庫県森林クラウドシステム実証 

4.9.1. 実証システム構築の方針 

（１） 現状と要望 

兵庫県では平成 12 年度に開発した旧システム(Geobase)から移行し、平成 25 年

度より SIS Map 7.1 を用いた森林 GIS が導入されている。県庁の計画担当職員を中

心に利用されており、ライセンス数追加は計画されているものの、現在では全県で

8 ライセンスしかなく、WebGIS の同時接続ライセンスであった旧システムや、職

員数に比べて十分な数ではない。 

また、今年度までを移行期間として運用されてきた旧システムは Web 配信による

パフォーマンスを高めるために、独自のフォーマット、独自の GISエンジンとなっ

ており、データ互換において課題があった。現在では新システムにより解消されて

いるが、これまで市町や事業体での利用に際しては導入の負担が大きく、森林 GIS

の普及の妨げとなる面もあった。さらに、林相界がデジタル化されておらず、詳細

な林況の確認、管理において課題となっている。これらの課題を補填するデータ整

備や、機能・サービスの向上が求められている。 

また森林 GIS の周辺システムとしては、市町や林業事業体向けに別途、経営計画

システム（Excel版）や造林補助金システムが整備されており、特に造林補助金シス

テムについては、市町、森林組合との連携が可能な Web システムとして構築されて

おり、クラウドシステムに近い形態をとっている。しかし両システムの連携に関し

ては、造林情報の伐採更新履歴への登録など、漸次連携機能が導入されている段階

であり、今後の課題でもある。 

そこで、森林クラウドの構築にあたっては、広範に利用可能なライセンス形態を

とり、主として県庁と、市町や森林組合といった他所との情報共有を主目的におい

た参照・情報共有系のシステムとして開発した。 

さらに、汎用性とソフトウェアライセンスのコスト面を考慮して、OSS（オープ

ンソースソフトウェア）を使用した構成とした。 

操作性はマニュアルを見なくても、誰もが直観的に使用できるように配慮した。 

 

（２） 平成 25 年度実証システムの課題と今年度の対応 

平成 25 年度の実証における課題と今年度の対応は以下のとおりである。 

 

表 4.9.1 兵庫県森林クラウドシステムの課題と対応事項 

平成 25 年度の課題 今年度の対応 

アカウントが共通であった。 個人毎のアカウント管理とした。 

試験的に搭載した高精細空中写真、

等高線の整備地域が少なかった。 

大容量データ運用を実証するため、地域森

林計画対象森林のほぼ全域にわたって高精

細空中写真、等高線を整備した。 

試験的に搭載した高精細空中写真、

等高線の表示が遅かった。 

・表示速度の高速化検討を行った。 

・等高線に関しては、ベクタデータよりも表

示が速く、作業道整備検討など様々な用

途に利用できるラスタデータ（CS立体図、

傾斜区分図）の導入を検討した。 

森林簿の表示などが見づらかった。 画面デザインの改良を行った。 

投稿機能の充実の要望があった。 GPS データの取込、保存などの投稿機能の

拡充を行った。 
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4.9.2. 実証システム構築 

 

平成 26 年度の兵庫県の森林クラウドのシステムイメージは以下のとおりである。 

 

図 4.9.1 兵庫県森林クラウドシステムイメージ図 

 

（１） システム開発 

ソフトウェアの構成を表 4.9.2 に示す。 

クライアントへのインストールやシステムの稼働にあたっては、Webブラウザの

特別な設定は不要であり、Web ブラウザの種類についても、InternetExplorer や

Google Chrome 等の限定要件はない。 

 

表 4.9.2 ソフトウェア構成 

種別  OSS 

Web サーバ  Apache 

ミドルウェア  Tomcat 

データベース  PostgreSQL 

GIS エンジン  MapServer 

GIS ミドルウェア  PostGIS 

開発言語  PHP、JavaScript 

 

クラウドシステムの機能は以下のとおりである。兵庫県森林クラウドシステムで

は、機能を限定し、直観的に操作が行えることを目指している。 

  

兵庫県クラウド 

兵庫県 

県森林簿 

県森林簿 

県計画図 

県計画図 

航空写真 

背景画像 外部サービス 

作図・投稿 

利用者 

○クラウドへの投稿 

○大容量データの

閲覧、森林情報と

の重ね合わせ 航空写真 

標高ﾃﾞｰﾀ 
等高線・ 

標高ラスタ 
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表 4.9.3 兵庫県森林クラウドシステムの機能 

機能  内容  

ログイン  ユーザ・パスワードを指定し、ログインする。  

ユーザにより、投稿データへのアクセス権を設ける。  

地図表示  地図画面を表示する。  

拡大・縮小・

移動  

マウスホイールにより地図の表示範囲を拡大・縮小する。  

ドラッグ操作による地図の表示範囲を移動する。  

条件検索  主題図の属性に対して検索条件（市町村名、林班）を設定して検索し、

検索条件に該当する図形に移動する。  

森林簿を表示  クリックした小班にひもづけられた森林簿の一覧を表示する。  

主題図の表示

切替  

あらかじめ属性により塗分けされた主題図（レイヤ）の表示／非表示

を切り替える。  

凡例表示  主題図に対応した凡例を表示する。  

図形描画  ポリゴン、ライン、ポイントを地図上に描画する。  

投稿  任意の地点に写真とコメントを投稿する。登録地点はユーザごとに色

分け表示される。  

GPS 取込  gpx または kml 形式の GPS データを取り込み、地図上に描画する。  

印刷  表示している主題図の凡例と地図画面を印刷する。  

 

 

 １） 画面構成 

画面構成は以下のとおりである。地図画面を中央に大きくとり、検索・投稿メニ

ューを左側に配置してスクロールの少ない構成とした。また、地図画面上では左上

に拡大縮小を行うパンズームバー、右上にはレイヤ切り替えを行うコントロールを

配置した。 

図 4.9.2 兵庫県クラウドシステムメイン画面 

  

  

  

メニュー 地図表示画面 
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 ２） 条件検索 

条件検索メニューの「市町」と「林班」をプルダウンから選択すると、当該林班

の場所へ地図が移動する。 

 

図 4.9.3 兵庫県クラウドシステム条件検索画面 

 

 ３） 森林簿表示 

画面左側のメニューの「森林簿表示」の「表示モード」ボタンを押して、地図上

の小班ポリゴンをクリックすると、図のとおり該当小班に対応する森林簿の一覧が、

画面下部に表示される。森林簿のデザインの改善と、コード変換表示を行った。 

 
図 4.9.4 兵庫県クラウドシステム森林簿表示画面 

 

 ４） 主題図表示 

主題図選択のプルダウンに予め、以下の 3 種類の種別を用意している。 

� ゾーニング 

� 人工林／天然林 

� 樹種 

各種別を選択することで、小班単位の色分け表示を行う。なお人天区分と樹種区

分は該当小班内に含まれる森林簿の最大面積の区分で色分け表示を行う。今年度は

主題図表示の高速化を検討した。 

 

 

 

小班ポリゴンをクリック 
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図 4.9.5 兵庫県クラウドシステム主題図表示画面 

 

 ５） 投稿 

任意の地点をクリックし、写真とコメントを投稿する機能である。 

また登録した地点はユーザごとに色分け表示させる。地図上のアイコンをクリッ

クすると、登録した情報がポップアップで表示される。登録した情報は登録したユ

ーザのみが見られるが、管理者に位置付けた県庁ユーザでは、すべてのユーザが登

録した情報が見られるようになっている。 

 

図 4.9.6 兵庫県クラウドシステム投稿画面 

 

  

  アイコンをクリック 
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 ６） GNSS(GPS)取り込み 

画面左側のメニューの「GPS 取込」ボタンで取込んだ gpx もしくは kml ファイ

ルの軌跡データが、地図上に表示される。 

 

図 4.9.7 兵庫県クラウドシステム GPS 取込画面 

 

（２） 搭載データ 

今年度は、昨年度搭載した森林基本図、林小班や一部地域の航空写真等に加え、

県のほぼ全域にわたる詳細版の森林基本図、航空写真、等高線、CS立体図を搭載し

た。また、傾斜区分図の表示検討を行った。 

 

表 4.9.4 兵庫県森林クラウドシステムの搭載データ 

分類 項目 範囲 取得先 

森林簿 森林簿（所有者なし） 全県 兵庫県林務課 

背景図 

(BaseLayer) 

森林基本図（広域版） 兵庫県林務課 

背景図 

(Overlays) 

電子国土 WEB 国土地理院 

森林基本図（詳細版） 兵庫県林務課 

林班 兵庫県林務課 

小班 兵庫県林務課 

林道 兵庫県林務課 

作業道 兵庫県林務課 

高精度情報 デジタルオルソ 兵庫県砂防課 

等高線 兵庫県砂防課 

CS立体図 兵庫県砂防課 

傾斜区分図 加東農林事務

所管内 

兵庫県砂防課 

近赤外空中写真 兵庫県砂防課 

ユーザ投稿 

情報 

作図 - オリジナル 

投稿 - オリジナル 
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 １） CS立体図 

1mメッシュの標高データをもとに、長野県型立体地形図（CS立体図）を搭載した。 

 
図 4.9.8 兵庫県クラウドシステム CS立体図画面 

CS立体図 

：長野県林業総合センターが開発した立体図法である。地形判読を容易に行うことが

できるように、谷（凹）地形を青色、尾根（凸）地形を赤色で、傾斜面を淡い

色、急斜面を濃い色で段彩化してあり、これらの情報を視覚から直感的に読み取

ることができる。 

 また空中写真では識別出来ない林内の路網も、容易に認識が可能である。 

 

 ２） 傾斜区分図 

1mメッシュの標高データをもとに、一部地域（多可町）において、傾斜角による色

分け表示を検討した。 

試行搭載したレイヤは下表のとおり。 

 

表 4.9.5 傾斜区分図 

名称 精度 描画法 備考 

傾斜区分図 1ｍメッシュ 1ｍ 傾斜角をストレッチ  

傾斜区分図 1ｍメッシュ

（10 度区分） 

1ｍ 10 度ごとの等級色  

傾斜区分図 1ｍメッシュ

（6区分） 

1ｍ 6段階の等級色 地域森林計画を参

考に区分 

傾斜区分図 5ｍメッシュ 5ｍ 傾斜角をストレッチ  

傾斜区分図 5ｍメッシュ

（10 度区分） 

5ｍ 10 度ごとの等級色  

傾斜区分図 5ｍメッシュ

（6区分） 

5ｍ 6段階の等級色 地域森林計画を参

考に区分 
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搭載したデータの例を以下に示す。 

 

 

図 4.9.9 傾斜区分図 1ｍメッシュ 

 

 

図 4.9.10 傾斜区分図 1ｍメッシュ（10 度区分） 
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図 4.9.11 傾斜区分図 1ｍメッシュ（6区分） 

 

4.9.3. システム開発における課題 

システム開発における技術的な課題としては以下が挙げられた。 

 

（１） システム機能面の課題 

 １） 投稿機能の充実 

現在、システムでは写真や図形、GPS の軌跡データを投稿できるようになってい

るが、県職員や事業体からは「測量結果の Shape ファイルをアップロード、ダウン

ロードしたい」、「Excel の一覧表を取り込みたい」、「一覧表を森林簿とひもづけて

表示、出力したい」等の要望が上がった。 

事業体が本システム利用するメリットの一つに、配信される高精細の航空写真、

等高線データ等を参照して、作業道敷設計画や施業の実施計画を立案したり、現場

調査結果を共有したりできることがあげられるため、投稿機能をより充実させるこ

とが必要である。Shape ファイルのアップロード、ダウンロードとともに、属性情

報の保持方法や森林簿とのひもづけ方法が課題である。 

 

 ２） 現場での利用支援 

県職員や事業体からは、タブレット端末（iPad 等）での現場利用を進めたいとい

う要望が上がった。現システムはインターネット接続があれば、タブレット端末上

での利用が可能になっているが、GPS による現在位置の取得等の支援機能が検討課

題である。 

 

（２） データ整備上の課題 

 １） 大容量ベクタデータの表示速度 

今年度はほぼ県全域にわたり高精細の航空写真、等高線、CS 立体図を搭載した。 

ラスタデータである航空写真および CS 立体図は、環境により表示されるまで時

間がかかる場合もあるものの、表示範囲をある程度絞れば、表示に問題はなかった。

一方ベクタデータである等高線については、最大限に拡大した状態でも表示速度が

非常に遅く、拡大・縮小・移動などの操作がしづらい状況になっている。また、兵

庫県にて実施した利用者講習会では、数十名が一斉にアクセスすると表示が極端に
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遅くなる等の速度低下がみられた。 

表示レイヤを細かく分ける等の試行を行ったものの、大幅な改善には至っておら

ず、次年度以降、ベクタデータのタイル化などの検討が必要である。 

 

 ２） 林相界の整備 

兵庫県では林相界データが整備されておらず、小班１つに対し数十レコードの森

林簿（林相情報）がひもづく状態になっている。事業体等の実務においても、林況

の把握に支障をきたしており、林相図の搭載が要望として上がっているが、県での

データ整備には限界があるのが実情である。航空測量データの解析や、地番界等に

よる代替データの提供が課題である。 

 

 ３） データの著作権 

今回搭載した高精度情報のもととなる航空写真、標高データは試行的に貸与され

たものであるが、データの著作権上の問題により、今後の利用には制限がかかる可

能性がある。 

 

（３） アカウント制御上の課題 

 １） ユーザ・組織によるデータの利用制御 

今年度はユーザごとのアカウント制御を実装し、背景図・高精度情報は全ユー

ザが閲覧可能とし、作図・投稿情報はユーザごとに閲覧・編集可能とした。同一

組織内では投稿データを共有したいという要望がある一方、著作権や個人情報保

護の観点からは精密な制御が求められる。ユーザが属する組織ごとの閲覧制限や、

編集権限の付与については検討課題である。 

 

 ２） ユーザの管理 

今後は各組織において、異動、退職などにより利用しなくなるアカウントが発生

することが考えられる。組織のアカウント管理責任者自身も数年で異動することが

多く、ユーザ組織内で継続的なユーザ管理が難しくなるおそれがある。定期的なパ

スワード変更や、利用実態のないアカウント停止などの措置を検討する必要がある。 

 

4.9.4. 今後の展望 

システム機能面の課題、表示速度の課題に対応していくとともに、兵庫県のデータ

について特に問題になっている、林相データの入手手法の検討が望まれる。 
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4.10. 熊本県・大分県森林クラウドシステム実証 

熊本県では、県、市町村、林業事業体がクラウドシステムを介して必要な情報がい

つでも参照できる環境を整えることで、データの高度利用と精度向上を図ることをシ

ステムの目標とし、「データの共有・流通」をテーマとして森林クラウド実証システム

（以下、共有型森林 GIS という。）を構築した。 

大分県では、熊本県で構築した共有型森林 GIS を用いて、大分県の森林簿・計画図

及び森林基本図を搭載し、熊本県と同様に利用可能であることの実証を試みた。 

 

4.10.1. 実証システム構築の方針 

（１） 現状と要望 

 １） 森林 GIS運用の現状 

熊本県、大分県の両県は、県庁内のサーバに森林 GIS を保持している。熊本県の森

林 GIS は INTERGRAPH 社製 GeoMedia、大分県の森林 GIS は ESRI 社製 ArcGIS

をベースとして開発されたものである。いずれも県庁内 LAN経由でサーバ上のデータ

をクライアントで利用するクライアント・サーバ型のシステムである。 

機器やソフトウェアの保守は開発事業者に年間契約で委任しており、機器の老朽化

や OS やソフトウェア環境の変更に伴うシステムリプレースが課題となっている。 

県では、数十万～百数十万件に上る膨大な森林簿・計画図情報を県職員及び嘱託職

員の数名で更新作業を担当している。 

森林簿・計画図の更新には伐採届等の伐採箇所の図面（以下、届出等附図）及び空

中写真を利用している。届出等附図は市町村から収集する必要があり、届出の該当箇

所も手書きで示されているなど位置の特定が容易でない場合が多い。また、空中写真

は他の優先課題への対応のため、整備が遅れている状況であった。 

市町村や林業事業体とのデータのやりとりは、DVD 等のメディアを介して行われて

おり、市町村や林業事業体は県の提供データを閲覧するために別途独自の GISソフト

ウェアを準備する必要がある。熊本県では熊本県森林組合連合会が ESRI 社製 ArcGIS

やフリーウェアであるQuantumGIS等を用いてデータ利用の普及活動を行っている。 

県下の林業事業体では森林施業の実績（以下、施業履歴という。）やその他の現地調

査結果を保有している。しかし、現状は統一的な情報の蓄積・管理の仕組みを十分に

構築できていない。 

 

 ２） 森林クラウドへの要望 

共有型森林 GIS の構築にあたっての要望として、県からは、県が保有する森林 GIS

と並行的に管理する場合、コストや運用面の負担が増大することが懸念されるため、

システムの棲み分けを明確にしたいとの要望があった。 

また、林業事業体や市町村からは県が整備する森林簿・計画図、地形図（森林基本

図）、空中写真、市町村が整備する森林ゾーニング、地籍図、林業事業体が整備する施

業履歴を閲覧できることが望ましいとの要望があった。 

さらに、業務の簡素化を目的として、森林クラウドを介して届出等附図の入力と閲

覧を行うこと、及び、その他データの授受に要するコストを省きたいとの要望があっ

た。 

 

（２） 平成 25 年度実証システムの課題と今年度の対応 

平成 25 年度の実証試験の結果、共有型森林 GIS の操作性や搭載しているデータの

有用性に関し、概ね良好であるとの評価をいただいた一方で、以下の意見が得られた。 

� 共有型森林 GIS には森林簿・計画図の更新作業が可能となる機能はなく、県の

既存森林 GIS も並行的に運用する必要がある。その場合は運用コストが増大す
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る懸念がある。 

� 地籍図が搭載されていればより活用できる。 

� データのアップロード機能はひとつの図形をアップロードするために複数のフ

ァイルを指定する必要があり、慣れていない人には難しい。 

このように、機能面の制約から既存の森林 GIS の置き換えには至らず、また、情報

共有が期待された地籍図データの搭載は、市町村の個人情報保護審議会の承認が必要

であり、実現までは課題が多い中で、共有型森林 GIS の位置づけ、新たに導入するこ

との明確な有効性を示すことが重要であることが分かった。 

以上より、課題を以下のように整理した。 

 

表 4.10.1 熊本県・大分県森林クラウドシステムの課題と対応事項 

平成 25 年度の課題 今年度の対応 

共有型森林 GIS の 

コンセプトの明確化 

データ更新や高度な解析機能を有する既存の森林 GIS を

置き換えるものではなく、情報の流通や共有を目的とした

新しい、付加的なシステムであると同時に、既存の森林GIS

がライセンス費用や設備等の制限により利用者を拡大する

ことができないという欠点を補い、森林 GIS の機能をよ

りシンプルにすることを可能にするものであるという共有

型森林 GIS のコンセプトとして明確に示す。 

伐採届等申請・承認 

機能 

届出を行う森林所有者や林業事業体、届出を受理し適合性

を確認する市町村、届出等附図を収集し利用する県という

異なる主体が関連する伐採届の手続きについて、共有型森

林 GIS のコンセプトに基づき、効率化を図る。 

WMS配信機能 共有型森林 GIS 上のデータを WMS 配信することで、デ

スクトップ型 GIS でも共有型森林 GIS のデータを利用で

きるようにする。これにより利用者がプライバシーを確保

しつつ、データを活用することができる。 

モバイル端末用インタ

フェースの実装 

スマートフォンやタブレット端末での利用を想定した画面

インタフェースの調整、及び GNSS(GPS)受信アンテナと

の連携、出先での情報入力機能の実装を行う。さらに、

GNSS受信アンテナとの連携や出先での情報入力を可能と

することで共有型森林 GIS の情報活用の可能性がより広

がり、導入効果を高めることを期待できる。 
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4.10.2. 実証システム構築 

共有型森林 GIS は情報の流通・共有を促進し、情報の相互利活用を推進する新しい

システムとして、行政と民間、現場と事務所の情報流通手段を提供することをコンセ

プトとして構築した。図 4.10.1 に、共有型森林 GIS のイメージを示す。 

 

図 4.10.1 共有型森林 GIS のコンセプト 

 

（１） システム開発 

共有型森林 GIS はコンセプトに沿ってデータの閲覧・共有を主題とし、利用者が直

感的に操作できるインタフェースを目指して開発した。また、高度な空間解析機能や

図形編集機能によるプログラムの複雑化やパフォーマンスの低下につながらないこと

に留意して開発を実施した。 

共有型森林 GIS の主な機能を表 4.10.2 に示す。 

 

表 4.10.2 共有型森林 GIS の機能概要 

機能  概要  

ログイン  ID とパスワードによりアクセス権限の判定を行う。  

拡大・縮小・移動  マウスホイールにより地図の表示範囲を拡大・縮小する。  

ドラッグ操作による地図の表示範囲を移動する。  

表示縮尺指定  縮尺を指定して地図の表示範囲を拡大・縮小する。  

主題図の表示切り替え  主題図（レイヤ）の表示／非表示を切り替える。  

凡例表示  主題図に対応した凡例を表示する。  

概観図  メインの地図画面とは別に小縮尺の地図画面（概観図）を表示し、メイ

ンの地図画面の表示範囲を示す。  

計測  図上で指定した地点間の水平距離、図上で描画した区域の面積、主題図

の既存のポリゴンのうち指定したポリゴンの面積を表示する。  

データアップロード  シェープファイルとともに写真等や PDF 等の任意のファイルを合わせ

てアップロードする。  

属性検索  主題図の属性に対して検索条件を設定して検索し、検索条件に該当する

図形をハイライト、ズームする。  
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機能  概要  

空間検索  地図画面で描画した図形と主題図の位置関係に対して検索条件を設定し

て検索し、検索条件に該当する図形をハイライト、ズームする。  

検索結果出力  属性検索または空間検索で検索した主題図の属性情報をテキスト形式で

出力しダウンロードする。  

図面印刷  地図画面の表示状態で A3・A4 版の縦・横の用紙サイズの印刷レイアウ

ト画面を表示する。  

伐採届申請・承認  伐採届として図形と属性及び添付ファイルを登録し、市町村名を指定し

て申請する。申請内容を参照し、確認・承認・申請者への通知を行う。 

現在地表示  端末内蔵の GNSS(GPS)、Assisted GPS、外部アンテナのいずれかで位

置情報が取得可能な状態で表示画面を現在地に移動する。  

WMS 配信  クライアントからのリクエストに対し主題図を画像データとして配信す

る。（試験実装段階）  

 

共有型森林 GIS のソフトウェア構成を表 4.10.3 に示す。 

 

表 4.10.3 共有型森林 GIS のソフトウェア構成 

項目  ソフトウェア  

Web サーバ  IIS 7.5 

データベース  Microsoft SQL Server 2008 R2 

GIS エンジン  GeoAccess3.0 

開発言語  Visual C++ 

 

 １） 画面構成 

共有型森林 GIS の画面構成を図 4.10.2 に示す。 

地図の領域をできるだけ大きくすることに留意し、ややスペースをとるメニューは

四隅のタブで表示／非表示を切り替え可能とした。 

また、機能を呼び出すアイコンには機能名を付記し、機能の概要を連想できるよう

なアイコンイメージを採用した。 

 

 
図 4.10.2 共有型森林 GIS の画面構成 



 

84 
 

 

 また、主題図の属性情報（森林簿を含む）は指定時に画面下部に表示し、上下幅

を任意に変更可能とした。属性情報の表示状態を図 4.10.3 に示す。 

 

 

図 4.10.3 属性情報の表示状態 

 

 スマートフォンで共有型森林 GIS にアクセスした場合の画面構成は、片手での操

作を想定し、かつ、想定される機能に限定して表示することで、デスクトップ向け

OSでの使用時に比較してシンプルな画面構成とした。スマートフォンでの画面構成

を図 4.10.4 に示す。 

 

 
図 4.10.4 スマートフォンでの表示状態 

 

 ２） 伐採届申請・承認機能 

伐採届の申請・承認機能は既往の申請手続きの省力化、及び、手続きに付随する伐

採箇所情報の共有を主眼として実装した。 

伐採届等の申請手続きは、森林法に定められた既往の手続きであり、届出等附図は

森林計画図簿の更新の参考資料として用いられている。また、届出を行う森林所有者

や林業事業体、届出を受理し適合性を確認する市町村、届出等附図を収集し利用する

県の異なる主体が関連する手続きである。 

業務実行上、必要な既往の手続きについて、それを媒介することで業務の効率化を
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図ることは、情報の流通・共有をコンセプトとする共有型 GIS の重要な役割のひとつ

であると考えられる。 

基本的な考え方は次の通りである。 

 

図 4.10.5 伐採届申請・承認の手順 

 

 １ 申請者ユーザが伐採箇所、伐採届の属性情報、添付ファイルを登録し、申請

先市町村を指定して申請を行う。 

 ２ 申請先の市町村に設定された確認担当者が申請された届出の内容（伐採箇所、

属性情報、添付ファイル）を確認し、承認者に上申する。 

 ３ 承認者は確認者と同様に届出の内容を確認し、承認を行う。 

   承認された届出内容は申請者および県の担当者に通知される。 

 

上記の１～２の手順は既往の手続きの省力化を目的としており、３の手順は伐採

箇所情報の共有による情報の活用を目的としている。 

 

 上記の１～３の手順において、申請、確認、承認の処理に連動して、申請時に確

認者、確認時に承認者、承認時に申請者及び県担当者に対してシステムが自動的に

メールを送信する。メールには処理の実行者のユーザ名とともに、URL が表示され

る。メールを受け取ったユーザが URL をクリックすると、共有型森林 GIS に自動

的にアクセスし（メーラソフトウェアの機能による）、ログイン情報を入力するのみ

で該当の届出内容が伐採箇所、属性情報、添付ファイルとともに表示される。 

 図 4.10.6 に、メール本文に表示される URL のイメージと伐採届の表示イメージ

を示す。 

 

図 4.10.6 メールによる伐採届情報の通知 

 

 メール通知により、確認漏れを防止でき、別途メールや電話で逐次確認を取る手

間も省ける。また、メールからダイレクトに該当箇所にアクセスできるため、ブラ

ウザの起動、URL の指定、該当情報の検索をユーザ自身が行う手間も省ける。 
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 ３） WMS配信機能 

共有型森林 GIS はクラウドサーバ上にデータを保持することを前提としており、原

則として利用者は外部にデータを委ねることとなる。情報によっては、外部に委ねる

ことに制約があり、かつ、当該情報を他の情報と合せて利用できなければ共有型森林

GIS に参加するメリットが得られないという場合がある。 

この点が障壁となり参加者が限定的となれば、共有型森林 GIS の普及、ひいては導

入効果も限定的となる。 

利用者がプライバシーを確保しつつ、共有型森林 GIS 上のデータも合せて利用可能

となれば、上記の参加にあたっての障壁の一部は解消することが可能であると考えら

れる。 

そこで、共有型森林 GIS に WMS（Web Map Server）配信機能を実装することとし

た。WMS はクライアント側からの要求に対して、サーバ側が地理情報を画像データと

して返すために必要な情報の授受方法（インタフェース）を定めたものであり、クラ

イアント側から必要な情報の範囲、種類をサーバ側に要求することにより、ローカル

環境のデータとサーバから配信される画像データを重ね合わせて表示することができ

る。 

WMS 配信機能は試験的にリクエストパラメータに応じて画像データを返信する機

能を共有型森林 GIS のサーバに実装した。例えば、県のユーザが組織内で保有する森

林計画図の編集にあたり、背景データとして伐採届の該当箇所を利用したい場合、利

用している GISソフトウェアが WMS レイヤの追加に対応していれば共有型森林 GIS

上から伐採届の主題図を参照し、手元にある森林計画図と重ね合わせて表示すること

が可能である。図 4.10.7 に WMS レイヤの表示イメージを示す。 

 

 

図 4.10.7 WMS レイヤの表示 

 

これにより、データの収集・共有・閲覧といったユーザ数が多く、ウェブ型システ

ムとしてのメリットを最大限生かせる役割は共有型森林 GIS が担い、基幹情報となる

データの更新作業や高度な空間解析の役割は共有型森林GISで収集したデータを活用

するかたちで既存の森林 GIS が担うという分担が実現できる。 

 

 ４） 現在地表示・任意地点の登録（アップロード）機能 

 Assisted GPS 及び GNSS(GPS)受信アンテナとの連携を活用した現在地表示、お

よび任意の地点を指定して簡単なメモとともに添付ファイルをアップロードする機

能を実装した。 

現在地表示は共有型森林 GIS の出先利用を想定したものであり、この機能により
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ナビゲーションとしての利用が可能となる。また、現在地表示機能と組み合わせた

任意地点の登録機能により、自分の位置を別の場所にいるユーザに示すことが可能

となる。 

共有型森林 GIS はこの機能により、行政と民間の情報共有のみならず、物理的に

離れた、例えば現場と事務所の間で位置情報を介したリアルタイムなコミュニケー

ションを可能とすることになる。 

このことは、既存の森林 GIS では実現できない運用スタイルであり、共有型森林

GIS の活用の可能性を大きく広げる要素であると考えられる。 

図 4.10.8 に任意地点の登録機能のイメージを示す。 

 

図 4.10.8 任意地点の登録機能を用いたコミュニケーション 

 

 ５） 森林簿標準仕様への対応 

共有型森林 GIS に搭載された森林簿・計画図のデータ構造は既存の森林 GIS から

出力した交換形式を採用している。従来、既存の森林 GIS から出力した交換形式のデ

ータを県下の市町村、林業事業体が受け取って利用してきたため、導入段階において

は従来の交換形式を採用することがユーザにとって受け入れ易いものと考えられる。 

一方、クラウドシステムに搭載されたデータの構造が標準化されることは、クラウ

ドシステムそのものの汎用性を高めるとともに、データ構造が既知であることにより

機能開発が容易となり、クラウドシステムをベースとした新規機能の開発・提供に様々

な民間企業や大学等研究機関が新たに参入することにつながると考えられる。 

共有型森林 GIS は導入または検討段階にあるため、当面は従来の交換形式と標準仕

様の併用を想定し、森林簿・計画図の更新頻度も勘案の上、定期的な一括処理により

標準仕様森林簿を作成することとした。これに合わせて、森林簿の検索結果から標準

仕様森林簿をダウンロードできる機能を実装した。 

ユーザは、共有型森林 GIS 上で森林簿を利用する場合は従来の交換形式を利用し、

標準仕様森林簿を利用する必要がある場合は森林計画図のシェープファイルとともに

ダウンロードして利用することができる。ダウンロードしたデータに基づきローカル

環境で作成した解析結果等は、WMS 配信機能を利用することにより、デスクトップ

GIS 上で共有型森林 GIS と連携できる。 

図 4.10.9 に、標準仕様森林簿への対応イメージを示す。 
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図 4.10.9 標準仕様森林簿の定期作成とダウンロード 

 

（２） 搭載データ 

 表 4.10.4 に、共有型森林 GIS に搭載したデータを示す。森林簿・計画図データ

の利用にあたっては、GIS データの利用承認申請書を提出した。同申請書には利用

目的、ファイル形式、利用区域、利用期間、利用方法（使用するソフトウェア）な

どを明記する必要があった。 

なお、伐採届や任意地点情報等の試行ユーザによるアップロードデータは含まな

い。 

 

表 4.10.4 共有型森林 GIS に搭載したデータ（平成 26 年度） 

分類 項目 取得先 

森林簿 森林簿（所有者なし） 熊本県、大分県 

計画図 森林計画図（林小班） 熊本県、大分県 

背景図 森林基本図 熊本県、大分県 

背景図 空中写真 熊本県 

主題図 ゾーニング 人吉市 

主題図 施業履歴 人吉森林組合 

背景図（外部クラウド） 地理院地図（地形図） 国土地理院 

背景図（外部クラウド） 地理院地図（空中写真） 国土地理院 

背景図（外部クラウド） GeoSpace CDS（地形図） NTT 空間情報株式会社 

背景図（外部クラウド） GeoSpace CDS（空中写

真） 

NTT 空間情報株式会社 
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4.10.3. システム開発における課題 

共有型森林 GIS は、図 4.10.10 に示す主な対応内容により、ベースシステムの構

築及びユーザへ情報の流通・共有における手段の提供は概ね実現できているものと考

えられる。 

 

 

図 4.10.10 共有型森林 GIS の対応状況 

 

 データの編集機能や高度な空間解析機能の役割を分離することにより、技術的な課

題はサーバの増強やネットワーク環境の改善、追加開発により概ね解決できるものと

考えられる。一方、既存の森林 GIS と異なる新しい運用スタイルが導入されることに

伴う運用上の課題もあり、この点については、4.11.3.課題にて詳述する。 

 

（１） 森林域でのオフライン利用 

  森林域ではネットワーク接続が困難なケースが多いため、現在のネットワーク環

境では利用できる場所が限定的であると考えられる。 

  現状でも端末側のブラウザのキャッシュ機能が有効であれば予め必要な地図を表

示しておくことでオフライン環境でも地図を参照することは可能であるが、ネット

ワークが途切れるまでに準備が必要であり、実用面で課題が残る。また、現地での

任意地点入力はオフライン環境では利用不可となるため、本来の機能の有効性が発

揮できない。ネットワーク環境の改善により解決される課題であるが、当面の対応

としてモバイル端末側に導入可能なアプリケーションを別途開発することも検討が

必要と考えられる。この点は、後述する運用面の課題に挙げる通信料の問題を解決

するためにも検討が必要である。 

 

（２） 汎用データの登録・共有機能 

  共有型森林 GIS はデータの共有や流通を主眼としており、共有する情報の標準化

が特に重要であると同時に、様々な運用スタイルの提供を可能とするための汎用性

も重要である。現状では施業履歴、伐採届、任意地点登録といった固定的なデータ

の共有のみ可能である。しかしながら、作業道の開設状況や現地調査結果の共有な

ど、用途を限定しないデータの共有手段の提供も汎用性の向上の面から検討が必要

と考えられる。 
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4.10.4. 今後の展望 

共有型森林 GIS は引き続き、技術的な課題の解決を図るとともに、実運用に向け

た具体的な取り組みを進めていく必要がある。次年度以降に重点的に取り組むべき

内容を以下に示す。 

 

（１） 既存の森林 GIS と共有型森林 GIS の分掌 

 既存の森林 GIS の運用主体は都道府県であり、システムリプレース及びその後の

維持管理にあたりコスト面、人材面で不安を抱えていることが平成 25 年度の調査に

より明らかになっている。共有型森林 GIS の導入は既存の森林 GIS に必要となる機

能を減らし、システムの維持管理のための人材やコストの問題の軽減を図るという

意義を持っている。この点を明確化することは、共有型森林 GIS の導入を推進する

上では重要な課題である。 

 そのため、今後、現状の機能分析を詳細に行った上で、既存の森林 GIS が担う役

割、共有型森林 GIS が担う役割の分掌を明確化し、機能要件として整理するととも

に、それぞれの役割の範囲で運用が可能であることを実証する必要がある。 

 

（２） 実運用のモデルケースの実現 

 共有型森林 GIS の伐採届等申請・承認機能は、導入メリットを最もわかり易く示

すことにつながると考えられる。また、この機能は伐採届のみでなく森林行政に関

連するその他の手続きにも応用可能であると考えられる。 

 本機能の導入を実現するためには、自治体による任意導入を待たず、まずは実運

用のモデルケースを作り、事例として広く発信していくことが重要と考えられる。 
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4.11. 実証結果の評価 

実証試験の結果は、参加者へのアンケート、聞き取り調査により評価した。以下に

アンケート調査の結果を示すとともに、聞き取り調査の結果は、4.7.～4.10.の各県森

林クラウドシステム実証の課題に反映した。 

また、森林クラウドを実際に都道府県や市町村、林業事業体等が利用する際に必要

となる費用の試算を行った。実証試験の参加者が実運用への移行を検討する際に費用

負担の目安とすることが重要となる。 

 

4.11.1. アンケート調査 

（１） 方法 

参加者へのアンケートは、ホームページ羅森盤上のアンケートフォームにより行っ

た。平成 27 年 2 月 17 日に全利用者へメールにて協力依頼を行い、3 月 14 日を回答

期限とした。 

アンケートフォームには、ユーザアカウント（ID、パスワード）を入力するように

して、回答者を特定できる仕組みとした。これを利用し、未回答者には、調査票を郵

送して回答率の向上に努めた。 

 

（２） アンケート調査結果 

実証試験に参加いただいた各モデル県の森林クラウド利用者 411名中 135名よ

り、Webアンケートに回答いただいた。回答率は 33%である。主体別の回答者数と

回答率を図 4.11.1、表 4.11.1 に示す。ユーザ数の多い県と森林組合からの回答が多

かった。なお、「その他」の主体に分類された 1名は、治山林道協会に所属するユー

ザである。 

 

 

図 4.11.1 回答者数 
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表 4.11.1 主体別回答率 

主体 ユーザ数 回答者 回答率(%) 

県 166 51 31 

市町村 33 18 55 

森林組合 138 49 36 

林業事業体・NPO 45 12 27 

製材工場・木材市場 18 4 22 

その他 11 1 9 

 

アンケートの主要な項目は、森林クラウドの利用について、森林クラウドによる

森林情報の共有について、森林クラウドの配信コンテンツについて、森林クラウドの

利用料金についてである。これらの項目に対する、回答結果の概要を表 4.11.2 に示

す。 

 

表 4.11.2 アンケート結果の概要 

項目 結果概要 

森林クラウドの利用に

ついて 

� 当初期待していた、既存 GIS の非利用者による森林ク

ラウド利用は少なかった。 

森林クラウドによる森

林情報の共有について 

� 電子申請の需要が高い。 

 

森林クラウドの配信コ

ンテンツについて 

� 登記簿・地番情報の配信に対する要望が大きい。 

森林クラウドの利用料

金について 

� 有償化しても利用するというユーザの多くが、安価での

導入を希望している。 

� 有償では利用しないというユーザも多く、現状の森林ク

ラウドでは有償化した場合にユーザ数を維持することは

難しい。 

 

１）森林クラウドの利用について 

ａ） 日常行っている業務 

回答者が日常行っている主な業務の割合を図 4.11.2 に示す。なお、棒グラフ内の数

値は回答数を示している。 

県や市町村では森林計画関連業務に携わっているユーザが多く、森林組合や林業事

業体・NPO、製材工場・木材市場では、素材生産関連業務と森林計画関連業務の割合

が多かった。なお、本アンケートに回答いただいた製材工場・木材市場のユーザは、

素材生産や森林整備に係る業務を有する主体に所属し、それら業務を日常的に行って

いるようである。 
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図 4.11.2 回答者の主な業務 

 

ｂ） ＧＩＳの利用頻度 

業務上で既存 GIS を利用する頻度について、回答者の割合を図 4.11.3 に示す。な

お、棒グラフ内の数値は回答数を示している。 

 月に数回以上 GIS を利用しているユーザは県と森林組合で多い。特に森林組合で利

用頻度が高く、日常的な業務で GIS を利用しているようである。一方、市町村におけ

る GIS 利用率は低く、業務で GIS を利用する機会は少ない可能性がある。 

 

 
図 4.11.3 GIS の利用頻度 

 

ｃ） 森林クラウドの利用頻度 

森林クラウドの利用頻度について、回答者の割合を図 4.11.4 に示す。なお、棒グラ

フ内の数値は回答数を示している。 

森林クラウドを月に数回以上利用していると回答したユーザを、日常業務で森林ク

ラウドを利用しているユーザとして着目すると、回答者数は少ないものの、林業事業

体・NPO や製材工場・木材市場等では、森林クラウドの利用率が高いという結果が得

られた。一方で、県・市町村・森林組合では、日常業務で森林クラウドを利用してい

るユーザの割合は 20%未満に留まっている。特に、森林組合は多くのユーザが日常業
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務において GIS を利用している（図 4.11.3）ものの、森林クラウドの利用率は全主体

の内、最も低い結果となった。また、市町村、森林組合では、アカウントを取得した

ものの、今まで利用していないユーザが半数を超えた。 

 

 
図 4.11.4 森林クラウドの利用頻度 

 

GIS の利用頻度別の森林クラウド利用状況を把握するため、既存 GIS の利用頻度に

ついて、「毎日」・「週に数回」・「月に数回」を「GIS を利用している」に、「職場に GIS

は導入されているが自分は使っていない」・「職場に GIS は導入されていない」を「GIS

を利用していない」に再分類した。森林クラウドの利用頻度については、「毎日」・「週

に数回」・「月に数回」を「森林クラウドを利用している」に、「これまでの期間に数回」・

「今のところ利用していない」を「森林クラウドを利用していない」に再分類した。

日常業務における GIS 及び森林クラウドの利用について関係を調べた。 

その結果、日常業務で GIS を利用していないユーザは、森林クラウドの利用率も低

い傾向にあった（図 4.11.5）。既存 GIS を利用していないユーザに森林クラウドを利

用してもらうことを特に期待していたが、実際には既存 GIS を利用していないユーザ

が森林クラウドを日常業務で利用する比率は、比較的低かった。潜在的なニーズはあ

るものの、日常使わない GIS 機能を提示するだけでは利用されないことが明らかとな

った。 

 

 
図 4.11.5 日常業務における GIS 及び森林クラウドの利用率 

 

ｄ） 森林クラウドを利用しない理由 

c) 森林クラウドの利用頻度において「今のところ利用していない」と回答したユー

ザを対象として、森林クラウドを利用していない理由（複数回答可）を回答いただい

た。この結果について、主体別の回答割合を図 4.11.6 に示す。なお、棒グラフ内の数

値は回答数を示している。 

県と市町村では「使う機会がない」という意見が大半を占めている。一方、森林組
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合や林業事業体・NPO では「利用したい情報がない」ということも、日常業務におい

て森林クラウドを利用しない大きな理由となっている。 

 

 

図 4.11.6 森林クラウドを利用していない理由 

 

ｅ） 搭載されれば利用したい情報・機能 

c) 森林クラウドの利用頻度において「今のところ利用していない」と回答したユー

ザを対象に、搭載されれば利用したい情報や機能（自由記入）について回答いただい

た（表 4.11.3）。 

県以外の主体で、森林所有者情報や地番情報が多く求められている。これらは行政

手続きや集約化施業等に必要となる重要度の高い情報であるため、需要が高いと考え

られる。 

 

表 4.11.3 搭載されれば利用したい情報・機能 

所属 区分 回答 

県 情報 � 林班単位での過去の施業履歴情報 

� 土地利用計画図 

� 地積情報 

� 地質情報 

� 獣害情報 

機能 � GPS データの取り込み 

市町村 情報 � 森林所有者情報 

� 地番情報 

森林組合 情報 � 森林所有者情報 

� 地番情報 

� 上記を含めた森林簿情報の全て 

機能 � 補助金申請 

� 森林計画図の更新 

� 地図から森林簿を検索する機能 

� 各人保有のラスタやシェープファイルの追加 

林業事業体・NPO 情報 � 森林所有者情報 
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f） 森林クラウドのうち、よく利用する機能 

 森林クラウドのうち、よく利用する機能（複数回答可）について、回答数を図 4.11.7

に示す。 

最もよく利用されている機能は「空中写真・衛星画像の参照」であり、次いで「森

林計画図・森林簿の参照」であった。これらは全ての主体において回答数が多かった。 

 

 

図 4.11.7 森林クラウドのうち、よく利用する機能 

 

２）森林クラウドによる森林情報の共有について 

 ａ） 各種データについて共有したい相手 

各種データについて、共有したい相手対象を回答いただいた。回答数の多かった、

県、市町村、森林組合、林業事業体・NPO のユーザの回答を図 4.11.8～図 4.11.11 に

示す。 

県は部署内・組織内を除くと、データの種類に関わらず、森林組合との共有を望む

回答が比較的多い。また、各種申請データや保安林データについては、一般市民との

共有を望む回答も多い。 

市町村も県と同様に、森林組合との共有を望む回答が比較的多い。また、保安林デ

ータや地籍・登記簿は他のデータと比較すると、部署内・組織内での共有が望まれて

いるようである。 

森林組合では、組織内・行政との共有を望む回答が多かったが、木材品質データに

ついては、素材生産事業体・製材工場等との共有が比較的多く望まれている。 

林業事業体・NPO では、地籍・登記簿情報の共有が最も需要が高く、路網情報・現

地写真・木材品質の共有についても比較的需要が高かった。また、森林組合のユーザ

の回答と比較すると、素材生産事業体や森林所有者との共有を望む回答の割合が比較

的高かった。 
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図 4.11.8 県が各種データについて共有したい相手 

 

 

図 4.11.9 市町村が各種データについて共有したい相手 

 

 

図 4.11.10 森林組合が各種データについて共有したい相手 
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図 4.11.11 林業事業体・NPO が各種データについて共有したい相手 

 

 ｂ） 森林クラウドの情報共有機能を利用して実現してほしい電子申請 

 森林クラウドの情報共有機能を利用して実現してほしい電子申請（複数回答可）に

ついて、図 4.11.12 に示す。 

 電子化の要望が最も高かったのは伐採・造林届であった。また、森林組合や林業事

業体・NPO では造林補助・森林経営計画・保安林使用許可についても要望が多かった。

また、その他の意見として、森林簿・計画図等の交付申請、土地所有者届出等が挙げ

られた。申請業務の電子化は要望が多く、期待が大きいようである。 

 

 

図 4.11.12 森林クラウドの情報共有機能を利用して実現してほしい電子申請 

 

３）森林クラウドの配信コンテンツについて 

 ａ） 日常の業務において利用価値が高いと思われるコンテンツ 

現在の森林クラウドで配信されているコンテンツのうち、日常の業務において利用

価値が高いと思われるもの（複数回答可）について、図 4.11.13 に示す。 

空中写真・衛星画像に利用価値を感じているユーザが最も多かった。実際、現在の

森林クラウドの内、空中写真・衛星画像の参照機能が最もよく利用されている（図 

4.11.7）。森林簿（属性値）の回答がやや少ないようにも感じるが、所有者情報等が除
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外されていることが影響している可能性がある。 

 

 

図 4.11.13 日常の業務において利用価値が高いと思われるコンテンツ 

 

森林クラウドの内よく利用する機能・利用価値が高いと思われるコンテンツの両者

において最も回答数の多かった空中写真・衛星画像について、利用されている主な目

的（複数回答可）を図 4.11.14 に示す。 

現地状況の事前確認のために利用すると回答したユーザが最も多く、全ての主体に

おいて回答数が多かった。また、森林組合では、造林・保育・伐採施業計画のため、

路網計画のためという回答も多かった。 

 

 

図 4.11.14 空中写真・衛星画像を利用する目的 

 

主に上記のような目的において空中写真・衛星画像を利用する場合の、撮影年から

の許容経過年数（何年前までの画像なら許容できるか）を回答いただいた（図 4.11.15）。 

撮影年から 5 年以内の空中写真・衛星画像の需要が最も高く、それ以上古い画像を

利用するという意見は少なかった。また、1 年以内という最新の画像を要するという

意見も比較的少なく、1～5 年程度での画像の更新が適切であると考えられる。 
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図 4.11.15 空中写真・衛星画像の許容経過年数 

 

ｂ） 今後配信してほしいコンテンツ 

 現在搭載されていないが、今後配信が求められるコンテンツについて、図 4.11.16

に示す。 

登記簿・地番情報の配信要望が最も高い。e) 搭載されれば利用したい情報・機能（表 

4.11.3）でも、地番情報の要望は多く挙げられた。県、森林組合、林業事業体・NPO

等だけでなく、地番情報の管理主体である市町村からの要望も大きいという結果とな

った。 

 

 
図 4.11.16 今後配信してほしいコンテンツ 

 

４）森林クラウドの利用料金について 

 ａ） 利用者数別費用許容額  

 所属団体内で森林クラウドを利用すると想定される人数と、その人数が利用するた

めの費用の許容額を回答いただいた。この結果をもとに、各ユーザの所属団体内で想

定される利用人数毎の、許容費用額の回答割合を図 4.11.17 に示す。なお、棒グラフ

内の数値は回答数を示す。 

利用人数で回答が多かった 1～20名の部分に着目すると、想定する利用人数が多く

なるほど有償でも利用したいというユーザが増加した。しかし、費用額については、

月額 10,000円以上は出せないという回答が多かった。 
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図 4.11.17 利用者数別許容費用額 

 

所属団体内で森林クラウドを利用すると想定される人数と、その人数が利用するた

めの費用の許容額について、主体別に集計した。県については、本庁と地方事務所等

で費用負担の考え方が異なる可能性があるため、これらを分けて整理した。 

県の本庁（図 4.11.18）では、比較的高額であっても利用したいという意見がある一

方で、地方事務所等（図 4.11.19）では、有償では利用しないという意見が多かった。

また、有償でも利用すると回答したユーザについても、最も安価な 10,000円（月額）

までという回答が最も多かった。地方事務所等は、県庁という組織で費用を負担する

ことは出来るが、事務所単位での負担は難しいという回答が複数挙げられた。 

市町村（図 4.11.20）では有償化しても利用したいというユーザは少なかった。一方

で、図では 500,000 円までに含められているが、300,000 円（月額）程度までであれ

ば利用したいという意見もあった。少数ではあるものの、利用価値を感じている市町

村もあるということが示された。 

森林組合（図 4.11.21）では７割近いユーザが有償でも利用したいと回答しており、

その他林業事業体・NPO（図 4.11.22）でも、約半数が有償化しても利用したいと回

答した。これら施業主体では特に利用価値を高く感じているようだ。しかし、あくま

でも安価でなければ難しいという回答が多く挙げられた。 

 製材工場・木材市場（図 4.11.23）、その他（図 4.11.24）の主体は、回答数は少な

かったものの、10,000円（月額）までであれば有償化しても利用したいという回答が

あった。 
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図 4.11.18 利用者別許容費用額（県－本庁） 

 

 
図 4.11.19 利用者別許容費用額（県－地方事務所等） 

 

 

図 4.11.20 利用者別許容費用額（市町村） 

 



 

103 
 

 
図 4.11.21 利用者別許容費用額（森林組合） 

 

 
図 4.11.22 利用者別許容費用額（林業事業体・NPO） 

 

 
図 4.11.23 利用者別許容費用額（製材工場・木材市場） 
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図 4.11.24 利用者別許容費用額（その他） 

 

５）森林クラウドに関しての意見・要望 

 森林クラウドに関して、意見・要望（自由回答）を回答いただいた。 

操作性については、コマンドやマニュアルがわかりやすいという意見がある一方で、

マニュアルを読んでも利用しづらい機能があるという指摘もあった。また、画像表示

速度について、現在導入している GISよりも画像表示速度が早いという意見もあった

が、表示速度が遅くて気軽に使えないという意見もあった。操作性については、各県

のシステムにより異なるため、挙げられた意見に対してはシステムごとに対応してい

く必要がある。また、表示速度はインターネット回線の状況によっても異なる。昨年

度のアンケート結果では、平均回線速度が 40Mbps 以下と 80Mbps 以上に 2極化する

傾向が見られた。 

機能・コンテンツについては、様々な主体が情報を共有するだけでなく、適切なア

クセス権限のもとで各主体がデータを更新していくことを望む意見があった。また、

登記簿・地番情報の搭載についても複数ユーザから要望があった。 

アカウント利用について、単一のアカウントを複数人で利用したいという意見が挙

げられた。「4.2.2 ユーザ認証」でも触れたが、ユーザがデータを編集・投稿する場合

や Web 申請を行う際には、個人を特定できるアカウントを利用する必要があるため、

複数人利用を想定したアカウント発行については、今後検証が必要である。 

利用価値について、現在の森林クラウドに利用価値を感じているというユーザの回

答が複数あった。一方で、既に GIS を導入している主体では、現状の森林クラウドの

機能では有償利用は難しいという回答もあった。 

 

６）アンケート結果のまとめ（課題と対応） 

当初、既存GISを利用していないユーザの森林クラウド利用を特に期待していたが、

実際には既存GISを利用していないユーザが森林クラウドを日常業務で利用する比率

は、比較的低かった。このようなユーザはそもそも日常業務において GIS を利用して

いないため、GIS の基本的な機能のみを搭載したシステムでは利用機会がないものと

考えられる。また、現状の森林クラウドでは、有償化した場合にユーザ数を維持する

ことは難しいということも見えてきた。 

これらの課題を解決していくために、まず、既存 GIS との差別化が必要となる。既

存の GIS が搭載している基本的な機能だけでなく、より新しい情報、詳細な情報の共

有、各種手続きの電子化等の拡充を図り、より業務が効率化するためのクラウドサー

ビスを検討していく必要がある。また、搭載に向けて要望の大きかったもの（特に地
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番情報等）については、前向きに搭載を検討していく。さらに、活用事例の紹介、説

明会等、利用者増に向けての普及活動を今後も継続して行っていく。 

 

4.11.2. 費用負担試算 

（１） 方法 

実証県での聞き取り調査と、「森林情報高度利活用技術開発事業～森林クラウドシス

テム標準化事業～報告書」（平成 26 年 3 月、住友林業株式会社、一般財団法人 日本

情報経済社会推進協会）の都道府県聞き取り調査結果を参考にし、県の既存森林 GIS

の保守費用を求めた。 

森林クラウドの費用としては、今年度の実証において必要となった金額を基本とし

ている。 

 

（２） 結果 

森林クラウドを実際に都道府県や市町村、林業事業体等が利用する際に必要となる

費用の試算を行った。実証試験の参加者が実運用への移行を検討する際に費用負担の

目安となるよう、試算している。 

ただし、森林クラウドは、単に森林 GIS としての機能だけではなく、情報を共有・

流通させる機能を持っているため、森林 GIS の構築費用と、森林クラウドの利用負担

を単純に比較することは難しい。また従来型森林 GIS は、行政、事業体がそれぞれ個

別に導入することが多かったが、森林クラウドでは、都道府県、市町村、事業体が同

時に参加することで効果的に活用することが可能となる。森林クラウドの費用負担は、

利用者数に応じ、利用者全体で年間利用料として負担するという考え方となる。単純

化すれば、図 4.11.25に示すように 700万円が必要となる森林クラウドシステムを 100

人で利用すれば一人あたり年間 7万円、350 人で利用すれば同 2万円となる。 

図 4.11.25 で従来型森林 GIS の費用と考えたのは、年間維持費用と、数年に 1回発

生するリプレース（サーバや OS の更新）費用である。利用者は 10 人程度にとどまっ

ていると考えられる。更に市町村に導入すると、同額程度が必要となる。一人あたり

の額を考えれば、クラウド型のほうが効果的であることは明らかである。一方で、ア

ンケートの結果（4.11.1.（２））からは団体ごとに月額 10,000円までという回答が多

く、10 人程度の団体であれば一人あたり年間 10,000円が目安になると言える。 
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図 4.11.25 森林クラウドと既存森林 GIS費用模式図 

 

 

4.11.3. 課題 

（１） クラウド上での森林情報の共有と更新の可能性 

クラウド上にアップロードするデータのうち、森林簿・計画図については、都道府

県の責任により更新する必要がある。そのため、直接クラウド上でのデータを更新す

るのではなく、更新に必要な情報をクラウドに集約した上で、都道府県の責任でデー

タを更新するという手順が望ましいと考えられる。 

都道府県の責任で行う森林簿・森林計画図更新は、①更新情報をダウンロードして

個別の GIS で実施する、②クラウド上のデータを使い第 3 者に委託する、③クラウド

上にデータ一括更新の仕組みを構築するという 3 つの対応が考えられる。いずれにし

ても、森林クラウドの導入により、都道府県の人的負担の軽減が見込まれる。 

クラウドにおける森林情報の更新では、クラウド上に更新の根拠となるデータを集

約することが必要となる。 

例えば、境界明確化事業や補助金申請に伴う周囲測量のデータ、税事業の実施個所

の情報をクラウド上にアップロードすることにより、森林簿・計画図の更新に必要な

データを共有できる。 

 

  

100 人で７万円/人・年 

350 人で 2 万円/人・年 

割勘 

10 人程度 
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表 4.11.4 クラウド上で集約可能なデータ 

業務 申請者 クラウド 受領者 

森林経営計画 認定請求者 間伐・主伐の計画、

所有者情報等 

市町村等（認定） 

都道府県と共有 

造林補助金 補助金申請者 樹種、林齢、施業内

容等 

都道府県 

所有者変更届 森林を新たに所有

した者 

所有者情報、森林

面積等 

市町村が受領 

都道府県と共有 

 

 

（２） 共有型森林 GIS への期待と課題 

共有型森林 GIS は、既に運用されている森林 GIS の機能のうち、最も利用されてい

る機能は解析やデータ更新ではなく閲覧や検索であること、及び、高機能なシステム

を導入・維持管理するためにはコストが大きいという実状を勘案し、同時利用により

サーバ負荷の増大や、プログラムの複雑化が予想されるデータ更新や高度な解析機能

の搭載を省いた閲覧・検索専用のシステムである。そのため、データ更新や高度な解

析機能を有する既存の森林 GIS を置き換えるものではなく、情報の流通や共有を目的

とした新しい、付加的なシステムである。 

同時に、既存の森林 GIS がライセンス費用や設備等の制限により利用者を拡大する

ことができないという欠点を補い、それによって既存の森林 GIS の機能をよりシンプ

ルにすることを可能にするものである。 

兵庫県、熊本県、大分県での実証システムを共有型森林 GIS と位置づけ、実証した

結果、明らかとなった運用上の課題を以下に示す。 

 

 １） 地図レベル（精度）の違いの意識づけ 

共有型森林 GIS では様々な主体が保有するデータを共有することとなり、自ずと異

なる地図レベル（整備時の縮尺精度や緒元）のデータが集約されることになる。 

そのため、共有型森林 GIS の情報を用いて作成される二次成果は、異なる地図レベ

ルの情報を用いて作成される可能性が高く、必ずしも利用目的に沿った成果とはなら

ない。この点をユーザが認識しないまま、二次成果が運用されることは将来的な問題

を生む可能性がある。そのため、共有型森林 GIS に搭載されているデータの地図レベ

ルの違いを表示上、あるいは利用規約等によりユーザに明示していく必要がある。 

 

 ２） モバイル端末での利用時の通信料 

共有型森林 GIS の運用スタイルとして、モバイル端末での利用は様々な可能性を秘

めている一方で、携帯電話回線等を介して頻繁にサーバと通信することが想定される

ため、サービス利用料とは別に通信料がコストとして発生する。このコストはシステ

ムの利用料とは別に利用者に課されることになる。この点が障壁となり共有型森林GIS

の利用が敬遠されることを避けるためにも、オフライン利用を可能とする仕組みの検

討が必要である。 

 

 ３） 伐採届申請・承認機能の実運用 

共有型森林 GIS に実装した伐採届申請・承認機能は、申請者側や承認者側、登録デ

ータの利用者側のいずれにとっても業務上の省力化が期待されるものである。しかし、

従来の手続きの流れが変わり、異なる主体間で新しい運用体制を取り入れていくこと

になる。そのため、本機能の導入を任意とすれば、先進的に取り入れようとする自治
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体の出現を待つ必要がある。仮に、単一の市町村等の小規模での導入となれば、複数

の市町村を管轄している林業事業体にとっては従来の手順と新しい手順の両方が必要

な状況となり、かえって業務が煩雑なものとなりかねない。 

そのため、まず最小でも林業事業体の管轄範囲において、実際に運用し、その有効

性を明確に示していく必要がある。同時に、安心して運用していくためにはクラウド

サービス事業者に依存しないための業務フローを含めた標準化を図る必要があると考

えられる。 

 

（３） 最小限の標準森林簿の仕様の必要性 

平成 25・26 年度に森林クラウドシステム標準化事業で作成された森林資源情報の

標準仕様案の内、「基本仕様」項目は、都道府県の管理する森林簿を完全移行させるこ

とを目指しているため、移行する項目に関しては自由裁量の部分を残している。その

ため、都道府県毎に異なる項目が残ってしまうため、外部ツールでの統一的な利用が

できない状況となっている。 

以上より、実証事業側で想定する標準仕様は全国で統一された項目である事を想定

しているため、森林計画制度上必須となる必要最小限の項目を定義した基本仕様とす

べきである。 

 

（４） 公開する森林情報の検討とアカウント管理の必要性 

今年度構築した森林クラウドでは、行政の保有する森林情報（森林簿・森林計画図）

の内、所有者情報を除外した項目を行政、森林組合・林業事業体及び森林経営計画を

作成する製材工場等に対して公開した。 

一方で、行政の保有する情報については、公益性の高いものに関しては広く一般に

公開すべきというオープンデータの考え方が総務省をはじめとする他省庁で活発に議

論されている。 

森林簿・森林計画図においては、森林に関する最も基本的な情報を悉皆的に表す情

報であり、新エネルギー開発事業者等といった森林・林業分野以外の主体にとっても

必要な情報である。これら森林情報については、オープンデータの考え方に基づいた

取り扱いを前提に、一般に公開する情報として検討を進める事が適当だと思われる。 

また、森林行政においては、行政への届出の多くで地番情報を記載する事となって

いるため、届出を行う林小班に該当する地番を参照するための図面（地籍図）の共有

に対して、森林組合等から多くの要望が寄せられている。 

都道府県によっては、市町村が保有している地籍情報を元に、森林簿に地番情報を

反映しているが、行政業務の効率性の観点や公共性の高い情報の公開の観点から、既

に整備されている地籍図そのものを公開する事が適当ではないかと考えられる。 

また、今年度構築した伐採届システム等のクラウドサービスを利用した電子申請を

想定した場合、現行の手続きとの差異を検証した上での新たな手続きの仕組みを検討

する必要がある。従来の紙による申請手順と同様の精度でクラウドサービスが利用で

きるようにするため、自治体クラウドの取り組み等を参考に、クラウドサービスに参

加する全主体の行政手続きを標準化し、統一的な管理を行う仕組みの構築を検討すべ

きである。 

 

（５） 第三者機関の必要性 

森林情報を取得する計測技術の急速な発展や、まだ発展途上にあるクラウドサービ

スの利用環境に対応するためには、補助事業終了後も継続的に協議を続けて行く必要

がある。 

また、森林情報の精度及び情報管理レベルを向上・維持していくためには、標準仕
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様・ガイドラインへの適合性をチェック・監視する第三者の視点が必須である。 

しかし現在、森林・林業分野における森林情報の精度や情報管理方法をチェックす

る機関が存在しないため、新たにそのような機能を持った機関を設置する等の対応が

必要となる。新たな技術や ICT環境の変化に対応した標準仕様を検討し且つチェック

機関としての立場を有する組織として、森林 GIS フォーラムといった産官学の組織が

適当だと考えられる。 
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5章. 今後の展望 

 

本章では、前章までの今年度の事業成果を取りまとめると共に、課題を抽出し、今

後の展望として対応方法を示す。 

 

5.1. 今年度の成果 

今年度は、森林クラウド構築のコンセプトを「行政と現場の効率的な連携による信

頼性の高い森林管理を実現するための情報共有基盤」と具体化し、まずは、森林計画

制度上必要な森林簿を効率的に整備するために必要な情報（市町村・森林組合から伐

採届などの申請資料等）が集まりやすい仕組み（かつ市町村・森林組合にとっては、

申請しやすい仕組み）を実現する事を目標とし、事業を行った。 

実証モデル県として、秋田県、長野県、兵庫県、熊本県、大分県の 5 県を対象に、

図 5.1.1 平成 26 年度構築システムイメージに示すとおり、森林クラウド実証システ

ムを仮想プライベートクラウドとして構築した。構築した森林クラウド実証システム

は、Webブラウザ向けの GIS 機能を持ち、モバイル端末での利用、デスクトップ GIS

向けのデータ配信も実現した。 

さらに、国土地理院の国土数値情報や、都道府県の森林計画図を元に作成した樹種

別主題図等の公開可能な情報の共有基盤として、公開版 Web ブラウザ向け森林 GIS

「羅森盤」を一般公開した。 

また、森林クラウドの概念やメリット等を広く一般に統一的に周知するため、ポー

タルサイトを構築し、問い合わせ窓口の一元化を実現した。また、統一的なアカウン

トを利用した参加者情報が特定可能な Web アンケートを実施し、今後行うべきデー

タ・システムの改善及び運用面の課題を明らかにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1.1 平成 26 年度構築システムイメージ（再掲） 



 

111 
 

5.2. 今後の展望 

 

平成 26 年度までに、最も多くのユーザが必要とする閲覧・更新に掛かる森林 GIS

機能を有した森林クラウドシステムの基本的な部分の構築は完了した。 

今後は特に、業務での森林クラウドシステムの実運用を念頭においた運用面の実証

に注力し、得られた課題への対策をシステムの改良に反映する事が必要となる。 

森林クラウドシステムの実運用を実現するためには特に以下 3 つの項目について詳

細な検討を行う事が求められる。 

 

1. 情報共有基盤の整備 

森林クラウドシステムの導入及び運用に掛かるコストについて既存の森林GIS導入・

運用よりも削減する事を実現するためには、実際にクラウド導入を行う際の導入形態

や利用料金を実際の行政手続きに基づいて検証する必要がある。 

また、行政の保有する森林簿・森林計画図等の森林情報の閲覧手続きや閲覧範囲の

制御について、業務の標準化も踏まえた検証を行う必要がある。 

 

2. 森林情報の標準化 

森林経営計画作成の効率性や計画内容の実効性を向上するためには、計画作成を支

援する外部ツールや精細情報の充実化が必要となる。そのためには、ツールで利用さ

れる森林クラウド上の森林情報の出力形式や提供方法の統一化を、実際のツール開発・

利用を通して実証していく必要がある。 

また、これまで行政情報として整備されてこなかった、実効性の高い森林経営計画

作成に資する精細な森林情報の整備を進めるためには、平成 26 年度までに森林クラウ

ドシステム標準化事業で検討されている「推奨仕様」項目の整備・利用の実証が必要

となる。なお、整備された推奨仕様項目の公開範囲についても、経営情報の観点から

検討を行う必要がある。 

 

3. アカウントの統一化 

対象となる森林によって提出先が異なる伐採届等の申請がより簡便に行える様、ク

ラウドサービスを利用した行政手続きの検討を行う必要がある。そのためには、現行

の行政手続きとクラウドサービスを利用する際の手続き上の比較とともに、アカウン

ト認証を通したクラウド間連携といった技術的な側面からの検討が必要である。 

また、行政サービスの向上や窓口業務の効率化等を目的とした「自治体クラウド」

の取り組みと連携した仕組み作りを想定したクラウドサービスを構築する必要がある。 

特に、総合行政ネットワーク（LGWAN）との情報のやり取りの検証を中心に技術

的・制度的な課題を検証する必要がある。 

 

以上で示した検討事項の解決により、図 5.2.1 今後実現すべき森林クラウドシステ

ムのイメージで示す森林クラウドサービスの実現が想定される。 
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図 5.2.1 今後実現すべき森林クラウドシステムのイメージ 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

巻末資料 
 

１．GIS 機能と用語一覧 

２．秋田県森林クラウド実証システム マニュアル 

３．長野県森林クラウド実証システム マニュアル 

４．兵庫県森林クラウド実証システム マニュアル 

５．熊本県・大分県森林クラウド実証システム マニュアル 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．GIS 機能と用語一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．秋田県森林クラウド実証システム マニュアル 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．長野県森林クラウド実証システム マニュアル 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．兵庫県森林クラウド実証システム マニュアル 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．熊本県・大分県森林クラウド実証システム マニュアル 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年度 

森林情報高度利活用技術開発事業のうち 

森林クラウド実証システム開発事業報告書 

平成 27 年 3月 

 

一般社団法人日本森林技術協会 担当者 金森 匡彦 

〒102-0085 東京都千代田区六番町 7番地 TEL：03-3261-5281（代表） 

 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 担当者 鈴木 仁 

マネジメント事業本部 情報システム部 防災・森林環境室 

〒 206-8550  東京都多摩市関戸 1-7-5 

TEL: 042-372-0111（代表） 

 

株式会社パスコ 担当者 鈴木 恵一 

中央事業部 技術センター 防災技術部 

〒153-0042 東京都目黒区台 3-10-1 パシフィックマークス青葉台ビル 2階 

TEL：03-5728-7181（代表） 

 



 

 
 

 

 

 


