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3次元レーザーを用いた森林資源量把握 レーザーによる新たな持続的森林管理
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レーザーによって樹木を3次元計測し、
毎木調査を自動化することで、森林調査を効率化する。
これまでの森林測定は正確性の高いデータを取得することが難しかったが、
3次元レーザーによる新たな森林計測法を実現
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