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1．はじめに 

砂防計画における流木量の算出は，対象とする流域の

植生別の面積を植生区分図から求め，それに植生別の単

位面積当たりの材積量を乗じて算出することが一般的で

ある。近年，航空レーザ計測データや AI を活用し，詳

細な植生区分図が作成されている（例えば，川上ほか，

2019）。一方で，単位面積当たりの材積量は，ほとんどが

現地でのコドラート調査により把握している。しかしな

がら，砂防流域は急峻な地形を呈していることが多く，

急斜面での調査は困難である。また，既往のコドラート

調査は調査単位が 10m×10mと狭く，立木諸元にばらつ

きのある林相ではコドラートの設定によって調査結果に

大きな差異が生じる恐れがある。 

そこで，本研究では現地調査困難箇所への立ち入りを

せず，広範囲の立木を調査することを目的に，UAVを活

用した広域コドラート調査（調査単位 50m×50m）を試

みた。 

2．調査対象箇所 

信濃川水系中津川流域及び清津川流域内の 6箇所で調

査を実施した（図-1）。調査箇所はスギ，カラマツ，広葉

樹の樹種区分ごとに 2箇所ずつ設定した（表-1）。 

図-1 調査対象箇所 

表-1 調査対象箇所の樹種区分 

樹種区分 中津川流域 清津川流域 

スギ
2 箇所 

（NK-1,NK-2） 
- 

カラマツ -
2 箇所 

（KY-1,KY-2） 

広葉樹 
1 箇所 

（NK-3） 
1 箇所 

（KY-3） 

3．調査手法 

3.1 UAV計測 

UAV 計測に使用した機器及び計測時期等を表-2 に示

す。広葉樹の調査箇所（NK-3，KY-3）については，6月

の計測と併せて紅葉時期（11月）の計測も実施した。UAV

から取得した空中写真を SfM（Structure from Motion）解

析し，3次元点群データ，オルソ画像，DSM（Digital Surface 

Model）を作成した（図-2）。 

表-2 使用した機器及び計測時期等 

使用した UAV 機器 PHANTOM 4 RTK（DJI 社） 

UAV 計測時期 
2019/6/25～26 
2019/11/6（NK-3,KY-3 のみ） 

使用した SfM 解析ソフト Pix4Dmapper（Pix4D 社） 

図-2 UAV計測結果の例（NK-1） 

（上図：3次元点群データ，下左図：オルソ画像，下右図：DSM） 

3.2 広域コドラートの設定と樹頂点の抽出 

調査箇所ごとに 50m四方のコドラートを設定し，UAV

計測による 3次元点群データ，オルソ画像，DSMを活用

し，コドラート内の立木の樹頂点を抽出した（図-3）。ま

た，各樹頂点において，UAV計測による DSMと既往の

航空レーザ計測による DEM（Digital Elevation Model）の

差分から樹高を設定した。 

図-3 樹頂点抽出の例（NK-1） 
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3.3 胸高直径の推定 

立木の胸高直径は UAV 計測結果から把握することが

できないため，湯沢砂防事務所管内における既往の現地

コドラート調査結果（205 箇所）より，樹種ごとの樹高

と胸高直径の関係を整理し，相関式を設定した（図-4）。

3.2 で求めた樹高と設定した相関式より胸高直径を推定

した。

図-4 現地コドラート調査結果による樹高と胸高直径の関係 

4．結果と考察 

4.1 広域コドラート調査による材積量 

3.2及び 3.3で求めた広域コドラート内の立木の樹高と

胸高直径より，立木 1本ずつの材積量を算出し，各コド

ラートにおける単位面積当たりの材積量を算出した（表

-3）。スギとカラマツの調査地点では，コドラート内の立

木の諸元や分布状況が似ているため，調査地点ごとの材

積量は近い値となっている。一方，広葉樹の調査地点で

は，コドラート内の立木の諸元や分布状況が異なる

（NK-3に比べて KY-3は樹高の低い立木が多く，立木の

分布も疎である）ことから，調査地点ごとの材積量のば

らつきが大きくなっている。

表-3 広域コドラート調査結果 

樹種区分 スギ カラマツ 広葉樹 

調査地点 NK-1 NK-2 KY-1 KY-2 NK-3 KY-3 

本数 
（本） 

102 79 124 122 50 84 

最小樹高 
（m） 

15.0 8.0 16.0 10.0 5.0 5.0 

最大樹高 
（m） 

35.0 38.0 24.0 26.0 36.0 14.0 

平均樹高 
（m） 

26.1 26.8 20.1 17.0 20.8 8.4 

材積量 
（m3/m2） 

0.068 0.060 0.028 0.019 0.023 0.004 

4.2 現地コドラート調査結果との比較 

本手法により算出した材積量の妥当性を検討するため，

中津川流域及び清津川流域における既往現地コドラート

調査による材積量と比較した（表-4）。比較の結果，スギ

とカラマツでは，本手法による材積量は現地コドラート

調査による材積量の樹種ごとの平均値と近い値となった。

これは，現地では樹高階級ごとにコドラートを設定して

いるため樹高の高低により材積量の大小が生じるが，本

手法では広範囲に設定したコドラート内に様々な樹高の

立木が含まれることによるものではないかと考えられる。 

一方，広葉樹では，本手法による材積量は現地コドラ

ート調査による材積量と比較して小さい値（現地サンプ

ルの材積量の最小値付近）となった。この要因として，

広葉樹は幹が複数に分岐していることや樹冠が丸みを帯

びていること，UAV計測データからは中層や下層の立木

を抽出できないことなどから，樹頂点の抽出精度が針葉

樹に比べ低くなっていることが考えられる。 

表-4 現地コドラート調査と本手法による材積量の比較 

樹種区分 

現地コドラート調査 本手法 

サンプル
数

材積量 
（m3/m2） 

材積量 
平均 

（m3/m2） 

材積量 
（m3/m2） 

スギ
 幼齢林(1) 
 中 木(3) 
 中高木(0) 
 高 木(12) 

16 
0.023 

～ 
0.142 

0.064 
[NK-1]0.068 

[NK-2]0.060 

カラマツ
 幼齢林(2) 
 中 木(6) 
 中高木(4) 
 高 木(4) 

16 
0.003 

～ 
0.048 

0.021 
[KY-1]0.028 

[KY-2]0.019 

広葉樹 
樹高≧15m 主体 

10 
0.026 

～ 
0.095 

0.056 [NK-3]0.023 

広葉樹 
樹高＜15m 主体 

10 
0.002 

～ 
0.051 

0.017 [KY-3]0.004 

※幼齢林：樹高 10m 未満，中木：樹高 10～15m，中高木：樹高 15～20m，高木：樹高 20m 以上
カッコ内はサンプル数

5．おわりに 

今回の調査では，同一地点における UAV 計測による

コドラート調査結果と現地コドラート調査結果との比較

ができていないため，算出した材積量の精度検証は今後

の課題である。しかし，これまでの現地調査に比べて，

本手法は現地立ち入りの制約が少なく，急峻な地形を呈

している砂防流域では有効な調査ツールとなり得る。ま

た，UAVを活用することで広範囲の計測が短時間で実施

可能となり，既往の現地コドラート調査と比較し，広範

囲でのコドラート調査を行うことができる。それにより，

立木諸元にばらつきのある林相においてもコドラートの

設定による材積量のばらつきを抑えることができると考

えられる。 
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