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1. はじめに 
近年，全国各地で台風や梅雨前線による大雨に

伴い土砂災害が頻発している。これらの土砂災害
は，平成 29 年 7 月の九州北部豪雨災害をはじめ
として，土砂だけでなく流木の流下により，家屋
の破壊や橋梁閉塞による氾濫等の被害が確認さ
れている。そのため，新庄河川事務所管内におい
ても，流域から発生する流木量を把握し，対策を
行うことが必要とされている。 
本稿では，流域内から発生する流木量を効率的

かつ正確に把握するために地上レーザスキャナ
を活用して幹材積量を算出した事例を紹介する。 

2. 計測・算出手法 
山形県西川町の寒河江川流域において，①現地

踏査によるサンプリング調査，②地上レーザスキ
ャナ計測の２手法で，樹種や繁茂状況等が異なる
(1).針葉樹林，(2).広葉樹林，(3).渓畔林の３箇
所で立木計測を実施した。計測項目は表 1に示す
樹種，立木本数，胸高直径，樹高の４項目である。
幹材積量は，サンプリング調査範囲(10m×10m)を
対象に表 2の式を用いて算出した。 

表 1 各手法計測項目 

調査法 樹種 
立木本数 胸高直径 樹高 幹材積量 

本/100㎡ cm m ㎥/100㎡ 

①ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ調査 〇 〇 〇 〇 〇 

②地上ﾚｰｻﾞ 〇 〇 〇 〇 〇 
 

表 2 幹材積量算出式 

 
Vwy2：単木材積（m3） 

Hw：樹高（m）Rw：胸高直径（cm），Kd：胸高係数 

砂防基本計画策定指針(土石流・流木対策編)解説p22 

2.1. 現地踏査によるサンプリング調査 
サンプリング調査は，発生流木量算出の一般的

な手法であり，代表地点において 10m×10m の範
囲を設定して範囲内の樹種，立木本数，樹高，胸
高直径を計測する。 

2.2. 地上レーザスキャナ計測 
地上レーザスキャナ計測は，可搬式のレーザス

キャナ（3D Walker）を背負って，林内を歩行す
ることで３次元点群データを取得し，立木形状を
把握する。取得した点群データは，電算プログラ
ム処理により林冠データをフィルタリングで除
去した後，立木位置，胸高直径，樹高を計測する。 
点群データ取得に際しては，立木形状を精度よ

く取得するため，調査箇所を周回して点群データ
を密に取得した。計測に用いた地上レーザスキャ
ナ諸元及び計測状況を表 3，写真 1に示す。 

表 3 地上レーザスキャナ諸元 
計測 

機器 

スキャン能力 最大到

達距離 

測距 

精度 

重量 

(本体のみ) 点数 範囲 

3D Walker 30万点/秒 360° 100m 約3cm 3.2kg 

 
写真 1 地上レーザスキャナによる計測状況 

3. 地上レーザスキャナ計測結果 
地上レーザスキャナで計測した立木位置(針葉

樹)及び立木形状(針葉樹，渓畔林)を図 1，図 2
に示す。地上レーザスキャナ計測は，林相や下層
植生により変化するものの，歩行ルートから 30
～50m程度までの立木把握が可能である。しかし，
立木位置が歩行ルートから離れるに従い，点群デ
ータ数が減少するため計測精度が低下する。 
密な点群データが取得できる歩行ルートから

10m 程度の範囲では，複雑な立木形状の広葉樹や
胸高直径 3cm程度の樹木も計測可能である。 

 
図 1 地上レーザ計測平面図(針葉樹) 

  
図 2 地上ﾚｰｻﾞｽｷｬﾅ計測(左:針葉樹，右:渓畔林) 

4. 計測結果及び考察 
サンプリング調査と地上レーザスキャナ計測

における胸高直径及び樹高の関係を図 3，図 4，
各調査箇所における立木計測結果及び算出幹材
積量を表 4，未計測幹材積量を表 5，計測範囲及
び計測時間を表 6に示す。 

・・・(式1) 

地上ﾚｰｻﾞｽｷｬﾅ 

P-126

- 623 -



  

4.1. 胸高直径と樹高の関係 
胸高直径は，針葉樹が計測誤差 10%以内(最大誤

差 2.60cm)に対して，広葉樹(最大誤差9.60cm)及
び渓畔林(最大誤差 9.50cm)では20%以上の計測誤
差が生じている。また，樹高についても胸高直径
と同様の傾向を示しており，針葉樹は計測誤差
20%以内(最大誤差 2.35m)に対して，広葉樹(最大
誤差6.10m)及び渓畔林(最大誤差6.70cm)では20%
以上の計測誤差が生じている。 
広葉樹及び渓畔林で胸高直径と樹高の計測誤

差が大きくなった原因として，樹木の曲がり及び
樹木に絡む蔦や下層植生の影響により胸高直径
が大きく見積もられたことに加えて，低木の頭上
に高木の林冠があることで樹高と判断され，樹高
が高く見積もられたと考えられる。広葉樹と渓畔
林の樹高計測誤差は，全立木において高く見積も
られる傾向を示している。 

 
図 3 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ調査と地上LPの胸高直径計測結果 

 

図 4 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ調査と地上 LPの樹高計測結果  

4.2. 幹材積量 
幹材積量は，針葉樹(-0.22㎥/100㎡)と渓畔林

(-0.42㎥/100㎡)で差異が僅かなのに対して，広
葉樹(-1.25㎥/100㎡)で差異が大きい結果となっ
た。広葉樹は渓畔林と同程度の計測誤差が生じて
いるものの，渓畔林に比べて胸高直径と樹高が大
きく，幹材積量への影響が大きくなったと考えら
れる。 

広葉樹及び渓畔林の立木本数の相違は，斜めに
繁茂する立木や下層植生より樹高が低い立木に
よるものであった。未計測立木の幹材積量は広葉
樹 0.006㎥/100㎡(0.1%)，渓畔林：0.114㎥/100
㎡(8.0%)である(表 5)。 

表 5 未計測樹木幹材積量 

林相 
胸高直径 

(cm) 

樹高 

(m) 

幹材積量 

(㎥/100㎡) 

割合 

(%) 

広葉樹 5.00 5.00 0.006 0.1% 

渓畔林 20.00 6.00 0.114 8.0% 

4.3. 計測範囲及び計測時間 
計測範囲及び計測時間は，サンプリング調査で

10m×10mの範囲を 10 分程度で計測するのに対し
て，地上レーザスキャナ計測では点群が密となる
40m×40m程度の範囲を 15分程度で計測する。 
表 6 未計測樹木幹材積量(針葉樹の場合) 

林相 計測範囲 計測時間 

サンプリング調査 10m×10m 10分程度 

地上レーザスキャナ計測 40m×40m程度 15分程度 

5. まとめ 
地上レーザスキャナによる計測は，サンプリン

グ調査に比べて，広範囲の立木データ(立木本
数・密度，胸高直径，樹高)を短時間で容易に取
得することができる。地上レーザスキャナで計測
した取得点群データは，単一樹種かつ樹木形状が
単純な針葉樹林では，点群データから精度の高い
立木位置や胸高直径，樹高の把握が可能であり，
サンプリング調査結果との差異も僅かである。一
方で，林相（樹木形状や複層林等）が複雑になる
広葉樹林や渓畔林では，胸高直径や樹高に誤差が
生じ，サンプリング結果との差異が大きい結果と
なった。 

6. 今後の課題 
発生流木量の精度向上を行うため，以下の取り

組みが必要と考えらえれる。 
① 地上レーザスキャナ計測によるデータの蓄積 

今後，多様な植生・地形条件下でデータの蓄積
を行い，地上レーザスキャナ計測に適した林相や
地形条件等の把握が必要である。また，多様な植
生に対応した電算プログラムの作成することで
計測精度及び幹材積量算出精度の向上につなが
る。 

② 全数調査への展開 
全数調査は，これまで調査範囲が広域に及ぶこ

とからほとんど実施されていない。地上レーザス
キャナ計測は，サンプリング調査に比べて，広範
囲を迅速に計測できることから，0.05㎢未満程度
の土石流危険渓流に対しては，全数調査が可能に
なると考えらえる。 
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表 4 立木計測結果及び算出幹材積量 

本数 平均胸高直径 平均樹高 幹材積 本数 平均胸高直径 平均樹高 幹材積 本数 平均胸高直径 平均樹高 幹材積
(本) (cm) (m) (㎥/100㎡) (本) (cm) (m) (㎥/100㎡) (本) (cm) (m) (㎥/100㎡)

①ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 8 33.13 17.63 6.17 6 25.67 15.00 3.05 7 21.43 9.58 1.42
②地上ﾚｰｻﾞ 8 33.00 18.58 6.39 5 31.96 20.22 4.30 6 20.63 12.57 1.84
差異(①-②) 0 0.13 -0.95 -0.22 1 -6.29 -5.22 -1.25 1 0.80 -2.99 -0.42 
最大誤差 - 2.60 2.35 0.31 - 9.60 6.10 0.40 - 9.50 6.70 0.36

針葉樹 広葉樹 渓畔林
項目
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