大きく、山の地形は変化しており、現

ると思います。

も緯度 経度 の位置情報が書 き込まれ

ており、処 理した三次 元 デー タにも

位置情報が含まれます。位置のある

―
二次 元立体情報が利用できると、写

真判読から簡 易測量ができる、つま

り林道の形状 と長さや森林の面積等

樹高や材租が推定できます。 最近の

最近、 至る所で ドロー ンを見か け

が計測できます（精度 などはさらに

の把握については、専門家以外には

学会で は、 この三次 元情報を利用 し

地の全体は全く見通 せません。 この

検討 が 必 要 で すが）。また、等 高線

これに対して、ドロー ンで上空か

少し分か りにくいかもしれません。

た研究が多く発表されています。

ます。農家の実家にお盆に帰ってい

・ド ロー ン写真で写真測量

ら見渡せば、現地の概況は把握でき

技 術的に述べ ると、人 間は両眼 立体

ために、 五千 分の一の地形図 を読ん

いると、ドロー ンを使ったなと思う

ま す し、 細 か く見 た い 地 点 に は ド

視を利用 して立体情報を

ると、外でかん高いプロペ ラの音が

上空か ら撮影した映像 が近ごろ頻繁

ロー ンを飛ばして近くで撮影ができ

得ています。 これと同様

などの地盤高デー タと写 真か ら作成

に流れています。さらに、最近の森

ます。さらに、飛行した後で 撮影写

二枚 の写 真を撮影し、道

に対象物に対して平行に

撮 影し た写 真を写 真測量 ソ フト

林関連の学会発表でもドローンを使っ

真を見るのでは無くて、 一部のドロー

で 地形を脳 内で把握し、現地で時間

森林•林業 分野 で の現在のドロー

た研究が大流 行しています。

ンで は現在撮影の映像 を操縦者が手

具を使え ば 立体視できま

します。や はりド ローンで農薬散布

ン使用の利点は大きく二つあり、第 一

元のコ ンピュー タ画面 上で同時に見

す。 これを厳密 な理論と

された林冠表面 の標高から、林 分の

に空を飛ぶ鳥の視点で写 真撮影がで

るFPV機能で 、偵察できます。も

精密 な機械を使用 して測

ウェアで 後処 理した三次 元立体情報

きる こと、第 二に撮 影した写 真を写

ちろん地上の杭が見え るなど、 歩く

量 する写 真測量 技 術は、

をかけて歩いて回る必要があります。

真測批 ソ フト ウェアで 後処 理して一
――

よ うに現場の詳細は分かりませんが、

第 二次 大戦 頃に開発され

直感的にもわか りやすいと思います

でも頻繁に映像が流れていますし、

鳥の視点での撮影は、最近テ レビ

ドロー ン利用 者の現場ごとにアイ デ

林境界の把握、災害箇所の確認など、

す。 具体的に、作業 現場の 確認、森

える点で 特に現場で は有用 と考えま

この鳥の視点の利用 は、ばっと使

た。ド ロー ンは GPSを

るよ う に な っ て き ま し

次 元 立体情報を把握で き

百枚 の写 真を処 理して三

処 理能力 の向 上から、数

の開発とコンビュー タの

な写 真測量 ソ フト ウェ ア

ドロ ー ンで森を撮影し測量してみよう

-6-

していました。また、テ レビ を見て

次元の立体情報が得られることです。

歩いて行くのが大変な 箇所で も空の

ました。 ここ数年で 安価

（図 1)。森林での仕事 は、まずは現

アが多数生 まれると思います。近年

持っており、撮影写 真に

ふか ん

上か ら俯厳で きる点が便利で す。

地の概況把握か らで すが、 これは容

普及してきた携帯 型 GPSと同じで

•鳥の視点で写真を撮る

く地上を這 いず り回る獣の視点で あ

易で はありません 。鳥の視 点で は無

一度 使 うと便利さか ら手放せな くな

＇

る我 々人 間にとって、森林の 立木は

、
,

スギ林の撮影例

図1
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