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III．有識者に対するヒアリング調査 

1. 調査概要

・林業事業体や機械メーカーに対する事例調査と並行して、国内の有識者に対して、機械開発の

課題やニーズについて把握することを目的として、ヒアリング調査を行った。 

・ヒアリング調査の日程および対象は以下の通りである（敬称略、図表 31）。 

図表 31：有識者ヒアリング 実施概要（敬称略） 

平成 26年 12月 9 日 
国立研究開発法人森林総合研究所 林業工

学研究領域 領域長 
陣川 雅樹 

平成 26年 12月 9 日 島根大学 生物資源科学部 准教授 米 康充 

平成 27年 1月 5日 
京都大学 フィールド科学教育研究センタ

ー 准教授 
長谷川 尚史 

平成 27年 1月 9日 
岩手大学 農学部 附属寒冷フィールドサ

イエンス教育研究センター 教授 
澤口 勇雄 

平成 27年 1月 26 日 
松本システムエンジニアリング株式会社 

代表取締役社長 
松本 良三 

平成 27年 1月 27 日 
高知大学 教育研究部 自然科学系 農学

部門 准教授 
鈴木 保志 

平成 27年 2月 2日 
国立研究開発法人森林総合研究所 

産学官連携推進調整監 
佐々木 尚三 

平成 27年 3月 5日 
高知大学 教育研究部 自然科学系 農学

部門 教授 
後藤 純一 

平成 27年 3月 6日 

国立研究開発法人森林総合研究所 

収穫システム研究室 室長 
上村 巧 

岐阜県森林研究所 

森林環境部 部長 
古川 邦明 

高知県森林技術センター 

森林経営課 チーフ 
山崎 敏彦 
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2. 調査結果 

・有識者に対するヒアリング結果について、その概要を以下に順に示す 

 

(1) 陣川 雅樹 氏（国立研究開発法人森林総合研究所 林業工学研究領域 領域長） 

・陣川雅樹氏は森林利用学を専門とする研究者で、森林総合研究所林業工学研究領域長として、

森林総合研究所の研究開発に広く関与しているほか、先進的林業機械緊急導入・実証事業に検討

委員として関与した。林業機械開発の全体的な概況と今後の方向性についてヒアリングを行った。 

 

■訪問日時 

 平成 26年 12月 9日（火） 

 

■結果概要 

【高性能林業機械の定義、開発、普及】 

 高性能林業機械とは行政的な分類による用語であって、学術的にはあまり意味がない。統計

の手がかりという認識。林業機械の普及のために、平成に入った頃にこのような用語が用い

られた。もとは多工程処理機械といっていたのではないか。タワーヤーダやスイングヤーダ

は単工程の機械なので入っていない。今後、普及が期待される林業機械とずれているかもし

れないが、あまりこだわらなくてもよいと考える。 

 森林総研が現在、技術開発に取り組もうとしているところとしては、ICT などの情報の取り

扱いの部分が主流である。どのような情報を収集しどう活用するかの技術であり、その技術

開発を林業の工程管理の中でどのように実践するかという部分。ハードウェアの開発につい

てはこれまでいろいろやってきたし、これからもやっていくところではあるが、なかなか決

定的なものがない状況。過去に開発したハードウェアには画期的なものもあったが、開発に

とどまり普及に至らない。原因は、普及の事業に予算がないことにあると考える。国の機械

開発事業にはフォローアップの予算がないため、面白い機械がでてきてもなかなか広まらな

い。モデル的取組をする等のフォローアップについても事業化が必要ではないか。 

 

【機械開発体制】 

 海外製の林業機械は国内の開発に対する起爆剤となったと思う。平成初期には輸入機しかな

かったが、国産で各メーカーが作り出し、日本にあった環境として作り込んできたのが 20

年の歴史だと思う。ただし海外機について、その性能を国内で 100％使えているかどうかは

疑問。日本には適合しない機能をそぎ落とすことで、もっと安くできるのではないか。 

 国産の機械を目指すことは方向性としては必要だが、機械メーカーの体力がどうか。20 年前

と比べるとだいぶ企業体力が低下し、自力で開発が難しい状況にあるのではないか。そこは

国としてケアが必要と思う。 

 近年は機械開発の事業の取組数そのものが少なく、体制構築は十分ではないように感じる。

以前に比べ、林野庁と都道府県の関係も遠くなっているのではないかと感じられる。林業試

験場関係のブロック会議では各県の要望課題は集まっているのでそういうところから開発テ

ーマをピックアップすることも必要だろう。開発テーマは現場から拾っていくべき。 
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【新たな機械化ニーズ】 

 木質バイオマスについて。バイオマス専用の素材とは低質材。通常の素材と同じ作業システ

ムで出すと、量が少なく売価が低く採算が合わないため、バイオマスに適した作業システム

について検討する必要がある。一番の問題は、原料買取価格が発電コストから決まること。

集材の状況が考慮されていない中でどのように採算を確保するかについては、森林総研とし

ても検討しているところである。 

 森林の高齢化により、今後、主伐が進むという林業の状況もあるだろう。ここ 20 年ほどは

間伐中心の時代だったが、その間に林業機械メーカーが弱体化したもいえる。同時に、新植

が少なくなったため苗木の生産業者が大幅に減少するなど、間伐中心時代の弊害と言えるか

もしれない。 

 植え付けや下刈り作業の工程の機械化については、あまり取組が進んでいない。これまでは

間伐主体であったため、積極的に開発する必要性がなかったという背景もあるだろう。間伐

中心であれば新植面積は少なく、人手でカバーできた。育林機械は木元まで必ず行かないと

いけないし、傾斜を克服しなければならない点が難しい。諸外国でも人力でカバーされてい

る部分も多い。北欧では機械植えもあるが、伐出の機械化とセットとなっているようである。 

 つまり、機械開発と作業システム体系については、苗木も含め、林業の様々な要素が絡み合

うテーマと言える。従来の育林体系は機械ではなく木にあわせてまとめられてきた。今後は

機械の事情に合わせた苗木の選択や仕立て方などはあってもいいと思うが、なかなか林学分

野ではそういう取組は進んでいない。水田では農業機械が動きやすいような土地改良／圃場

整備がなされているが、そういうアプローチが林業にあってもよいのではないか。 

 機械化の推進にあたっては、路網についても考えなくてはいけない。林業専用道が今後入っ

ていくという前提か、それとも現状以上には整備されないという前提か。国の姿勢として整

合性を図る必要がある。 

 今後、普及の目標を数量的に示す際には、その目標を達成するためのボトルネックとボトル

ネックを克服するための機械化の方向性、という整理ができるとなおよいだろう。 
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(2) 米 康充 氏（島根大学 生物資源科学部 准教授） 

・米康充氏は森林経理・計測学を専門とする研究者で、森林リモートセンシングに詳しい。森林

計測分野における技術開発動向等についてヒアリングを行った。 

 

■訪問日時 

 平成 26年 12月 12日（金） 

 

■結果概要 

【森林リモートセンシングの技術動向】 

・ 日本にはもともと 1950年代から航空写真を撮影するシステムが成立しており、森林情報を

一元的に集約するシステムがあった。しかし、それが衰退しているという現状がある。全

国のライダー（LiDAR）データを蓄積し、地盤高と森林表面高を計測すれば、詳細な森林の

樹冠高つまり資源量を計測することができる。まずは航空機ライダーで全国の情報を収集

するべき。 

・ 航空機ライダーの情報があれば、崩落等についても精度の高い情報を得ることができるの

で、林道設計も簡単になる。長野県ではそのような取り組みを既に行っている。 

・ ただし、ライダーは計測費用が高い。しかし森林表面高だけであれば比較的費用の安い航

空写真でも計測が可能で、継続的な調査はこれで対応できる。スイス・オーストリアでは

この考え方で全国調査を実施している。やはり 1950年代からの航空写真の撮影システムを

しっかり実施して、以前のような情報基盤を回復する必要がある。 

・ また林分レベルでの森林資源量調査では、可搬型レーザースキャナを利用した計測が実用

化され進んでいる。毎木調査にかかる人件費より安い価格で提供しているようだ。 

・ 自分自身はビデオカメラで撮影した動画を計測して木の太さを推定する簡易な資源量把握

のシステムを開発しているところ。先日、国際学会で発表したが非常に評判がよかった。

この分野は日本が比較的まだ国際的な先進性を有している分野と思う。 

・ ドローンについては、基礎研究という意味では既に終わって、これからは林業現場での実

用化が盛んになるフェーズではないか。測量会社等が実際に提供するサービスメニューが

増えている。可搬型レーザースキャナやビデオカメラ計測とドローンを組み合わせること

で、資源調査が簡便になる可能性はある。 

 

【課題等】 

・ データの共有性や公開性は非常に大きな課題。日本では、航空写真撮影が補助事業から交

付金に切り替わった際に裁量が国から都道府県に下りたが、その際に撮影を保留・中断す

るところが出てきた。国が責任を持って情報を収集／集約できていない。国土の基盤情報

として全国規模でこの種の業務を集約する等の対策ができないか。 

・ 個人情報の取り扱いについても非常に問題が多い。現在、国土地理院では市町村が自前で

撮影している領域については航空写真撮影をしないという方針を取っている。行政的な費

用重複を避けるという意味で理解できるが、市町村の撮影データは個人情報保護の観点か

ら公開されないことが多い。国、県、市の役割分担や調整・共有の仕組みが必要と思う。 
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・ 境界明確化等については、地籍調査の入っていないところでも生産が行われれば、事業体

が自らの事業のために計測を行い、境界データを持つことがある。これを吸い上げる仕組

みができないか。事業者にもメリットが出せるような仕組みが構築できれば、広く情報集

約できるのではないか。 
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(3) 長谷川 尚史 氏（京都大学 フィールド科学教育研究センター 准教授） 

・長谷川尚史氏は森林利用学を専門とする研究者で、事業体との共同研究等に多く取組経験を持

つ。また過年度の先進林業機械事業および先進的林業機械事業の双方において、検討委員として

関与した。林業機械化の全般的な方向性や課題についてヒアリングを行った。 

 

■訪問日時 

 平成 27年 1月 5日（月） 

 

■結果概要 

【機械開発の考え方】 

 森づくりの将来像が基盤となるべき。機械、技術はツールであり、森林の将来像があって初

めて当てはめられる。機械や技術の開発が森林・林業を主導するというわけにはいかない。

林業機械の採算を確保しようとすると過伐に陥りやすい。過伐にならないと保証された機械

でなければフル稼働させるべきではない。 

 現行の育林体系では成林するまでに haあたり 250万円かかる。haあたり 500立米生産すると

なると、単純に立米あたり 5,000円を再造林費用として残さなくてはならない。材価が 10,000

円の時代に 5,000 円をどう残すか。輸送を含む搬出作業に 5,000 円かからないところのみ皆

伐／一斉造林とするというような考え方もありではないか。経済林・非経済林について現在

の議論は、路網からの距離ということに集中しているが、成林までの費用を haあたり 250万

円より抑えることができれば経済林の範囲は広がるはず。道から遠いところで、道から近い

ところと同じ山のつくりかたをしていてはよくないと思う。 

 木材需要をどのくらい見込むかで必要な作業システムは変わるだろう。また林業の出材量が

増えても林業所得が増えない傾向をどうするか。林業所得を増やすためには、安くてたくさ

ん売れる機械が重要。また、日本は国産品が売れる市場なので、「かっこいいもの」「売れる

もの」をつくるのは重要ではないか。 

 素材生産事業体の課題としては「こういう機械の使い方をする」というコンセンサスに欠け

る部分がある。事業体側のニーズを集約した開発体制が必要だろう。 

 国内の市場が小さいので、新規開発が難しいという意見をよく聞くが、東南アジアの山岳国

への輸出を視野に入れた機械開発という方向性もあるのではないか。急傾斜で雨が多いとい

う東アジアの状況に適応している強みはあるはず。ただしその場合は、機械単体ではなく、

機械化林業に適した山の仕立て方や道のつけ方の指導もセットで輸出していくべきだろう。 

 

【過年度事業について】 

 H21事業については、耐久性や消耗品の話を聞くことができる時期になったのではないか。耐

久性評価の中では、消耗品比率は大きい。その点を把握できるとよい。 

 H21事業では長野森組と日吉町森組に同じ林業専用ハーベスタが入ったが、長野森組では林内

走行をしているが日吉町森組ではしていない。林内走行だと作業能率が落ちるとのこと。日

本における林内走行の可能性については気になっている。ヨーロッパに比べると、日本は岩

もあるし、簡単には入れない。長野でどうやって林内走行の判断を蓄積されたかはぜひ知り
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たい。またヨーロッパでは、林内走行するならどこまでか、という基準の議論がなされてい

る。日本でも普及するならばそういう精査は必要だろう。 

 

【集材、運材】 

 機械化林業の作業システムについて普及を図るためには、路網について考えることが必要で

ある。地山傾斜は道の規格と関連する。幅員 2.5mの道なら 35°程度まで開設できるが、幅員

が大きい道ではそうはいかない。また安定勾配という意味では、土質が重要である。また路

網密度については、生産目標とも関連して検討するべき。頻繁に使う道ならどんどんつけれ

ばいいが、滅多に使わない道ならつけるべきでない。 

 北海道は現状、CTLやブル集材が主流だが、全幹で長材で運ぶ方があっているのではないか。

径級が大きくなるとブルでは集材できない。50 年伐期のカラマツなら CTL でいいが、80-100

年伐期を想定するとハーベスタが処理できる径級の限界を超える。ドイツでは、チェンソー

で伐倒、枝払いして、長材（18m）のまま、ウィンチ集材して工場まで運ぶ形がスタンダード

となっている地域もある。 

 長材の運搬については、機械の大型化という対応方策もある。その場合、0.7クラス重機が入

れる幅員 4ｍクラスの道をつくって維持する必要があるだろう。 

 架線系はもう少し道をしっかり考えておく必要がある。機械と道はセット。現行の林業専用

の 10トントラックが走行する道を作るという発想は運材中心の考え方と思う。集材のための

道づくりについては、もう少し整理する必要があるだろう。2トントラックが林業事業者に愛

用されているのは載せ替えなしで、ある程度の距離を走れるため。フォワーダだと公道を走

れないので積み替えが必要になる。路網作設や機械導入の技術目標をどこに置くかによって、

理想的なシステムは変わってくる。 

 運材については、往復の際の帰り荷が問題。現状、木材の運搬車は木材しか運べない。共通

の車台で別のものを運べるようになれば、運搬コストを下げることができる。いろいろな運

送を組み合わせた大きいサプライチェーンを作れないか。 

 列車の運材も考えられるが、ボトルネックは貨車のサイズとコンテナの規格である。現行の

コンテナ規格は 4mの原木を載せにくい。列車駅までコンテナで運材して、それを列車で運ぶ

と一番よい。もっとも帰りのコンテナをどうするかはやはり課題である。船舶輸送について

も同様。 

 運材のコスト削減のためには積み替えなしで運材できるような機械が必要なのだが、日本の

林業現場では、林道は立派でも接続する一般道が細いというところが多い。また山村人口が

少ないと、帰り荷として都市部から山村に運搬する物品がない。過疎化の問題でもある。山

村のサプライチェーン全体を見据えた検討ができないか。 

 

【国への期待】 

 情報インフラの統一。国土地理院の道の情報と林内路網の情報が一致してない。LiDARデータ

も国交省が防災や砂防目的で取っている部分があるが、それを共通インフラにできていない。

奈良県吉野地域で LiDARからつくった CS立体図を持って山に入ったが、湧水箇所など感覚的

な情報との一致率は高かった。路網作設などにそういうデータはかなり使えると思う。 
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【今後の開発ニーズ】 

 架線系では下げ荷用の小型機械があるとよいと思う。10 トンの車両が通行する道を尾根につ

けるのではなく、尾根までの道は幅員 2.5mで開設し、そこに小型機械を設置して下げ荷で集

材し谷筋に集められないか。谷筋には既設の高規格路網が多いので。ただし、そのような道

は国道などの場合もあるので、実際の運用では調整が必要だろう。尾根部には小型機械でな

く支柱を置くだけでもよいかもしれない。スイスでもそういう機械が使われている。このよ

うなシステムを組む場合、大型の自走式搬器が重宝されるだろう。 

 集材機の無人化、自動運転も期待される。ひとつの理想は、H型架線で搬器をちょうどいいと

ころにもってくるような運転。H24事業で泉林業が導入した技術を発展させると、荷掛も自動

でできるかもしれない。 

 育林の機械化は難しいだろう。まずはワイヤーサポートなどによりライン状に動かしていく

ことが必要だが、それができたとしても、岩石地をどうするかに工夫がいる。また育林機械

は林内に入らざるを得ないので、林地への影響評価は必須である。そこまでして育林工程を

機械化する必要があるのかどうか。ハードウェア開発でなく、植え付け場所について情報技

術で管理するというアプローチは可能性がありそうに思う。植え付け位置を GNSSで管理しつ

つ、センサーで周辺状況をとっていければ、山に行かずに蓄積等の情報を活用することがで

きる。 

 本気で天然更新をするならば、地掻きをする機械もあってよいと思う。 

 

【小規模の機械化について】 

 ドイツはトラクタベースが普及しているが、日本では軽トラの普及率が高い。軽トラのアタ

ッチメントを利用できると、なにかおもしろい機械開発ができるような気がする。軽トラの

ホイールをウィンチ代わりに使うという例もあるようだ。実際に、ポータブルウィンチはす

ごく売れていると聞く。 

 高性能な林業機械を装備する専門性の高い林業事業体と自伐林家のような事業体を共存させ

ることも想定するべき。ドイツでもタイプの異なる事業体が共存していると聞く。問題は、

大規模な素材生産と小規模な素材生産を重層化する場合に、どのような素材をつくるかとい

う点にある。家具、内装などを目的とする手を入れた高付加価値材が生産できれば、小規模

な林家でも経営が可能になる。スイスでは家具材工場と 50万立米級の一般製材の共存する事

例があった。 
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(4) 澤口 勇雄 氏（岩手大学 農学部 附属寒冷フィールドサイエンス教育研究センタ

ー 教授） 

・澤口勇雄氏は森林利用学や林道工学を専門とする研究者であり、有識者として林野庁が定める

森林作業道や林業専用道の作設指針のとりまとめに携わったほか、先進林業機械事業に検討委員

として関与した。技術開発の動向や機械化と路網の関連等について、ヒアリングを行った。 

 

■訪問日時 

 平成 27年 1月 9日（金） 

 

■結果概要 

【機械開発の動向】 

 バイオマス利用のための機械や作業システムの開発が必要であるかどうかは、発電事業者の

買取価格による。それなりの値段で買うならば、現行のシステムでも十分に集まるだろう。

安く集めるためには新しいシステムがいるだろう。 

 林道に接続する一般道の規格が十分でないという問題はよく見られる。林野庁では、林道を

作設する際に、市町村長などに接続路線についても拡幅するよう要求していたと思うが、実

際にボトルネックになっている地域はある。 

 岩手大学演習林でも直営で素材生産を行っているが、運材コストは大きい。地元の市場に売

る場合も福島県に売る場合も余りかわらない経費である。大きなトラックと小さなトラック

の差、往路での荷の有無などの要因があるのだと思う。うまくやるための工夫があると思う

が、実際にうまくやっている事例についてはなかなか把握できない。 

 素材生産事業体などによる大規模な機械化と林家による小規模な機械化はどちらもありうる

だろう。日本の林業を本質的に支えるのは大規模な機械化だと思うが、小規模林家も機械化

を進め効率的に実行すればうまく経営できると考える。 

 

【「地形に応じた生産性目標」について】 

 急傾斜でタワーヤーダの選択は論理的だが、現実に導入する場合には難しい部分がある。日

本の林地は標準的な傾斜が 30°を超えており、急峻な地域では 35°を超える。そこに道をつ

けることは難しく、林業専用道も急傾斜地での作設は想定していない。予算制約もある中で、

急峻な地形にあえて高規格の林道をつけて林業を行うことが適切かどうか。 

 また日本の山は、四国を除いて、総じて山体が小さいため、中欧のように山の中腹に道をつ

けて尾根沿いの路網により、上げ木集材を効率的に展開することは難しいと思う。山が大き

ければ、多額の費用を投じて道をつけても採算を確保できるが、日本では高規格の林道を新

たに作設して高能率作業を実現することはなかなか難しいだろう。30°以下ならば可能性は

あるかもしれないが。 

 道の作設が難しければ、タワーヤーダ以外の本格架線という選択になるが、本格架線は技術

の継承が課題である。すでに架線の技術が失われた地域で、その技術を復活させるのはきわ

めて難しいだろう。複雑な架線索張りでは特に難しい。先輩技能者がいればよいが、新たに

導入することは難しいだろう。架線は作業の負担や労働災害の危険性が大きいことも気にな
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る。山の事情を考えると本格架線という選択肢が出てくるのだろうが、労働環境という面か

らはどうだろうか。また、本格架線を入れるということは大規模皆伐をするということでも

あるのではないか。社会的に大規模皆伐が許容されるかどうか。中部欧州ではそれができな

かったから、本格架線としてのタワーヤーダが発達したが、本格的なタワーヤーダが適用可

能な路網と地形条件を有する可能性の高い箇所がどれだけあるのか疑問だ。 

 

【路網作設指針について】 

 林業専用道はそれなりの技術を要求する規格であり、作設されたところではそれなりのいい

道ができていると思う。ただ、幅員がやはり少し狭いことと、側溝不足がやや気になる。問

題は森林作業道である。作設指針の考え方はよいが、2つの点から現実への適用が難しいよう

に感じている。 

 ひとつは作設する技能者のレベルが不十分であること。技能者自身も不足しているが、検査

をする都道府県や国の技術者も理解しているのかどうか疑問に思う。検査の際に測量器具等

を持って歩いているだろうか。森林作業道の作設が指針どおりに行われていないことがいず

れ問題になるのではと懸念している。特に岩手県では皆伐が多いので、森林作業道が目につ

きやすくなっている。 

 ふたつめは技能者のレベルが十分に高くても、発注の仕様や事業体の経営環境の問題から、

技能者が思ったように道を作設できないという問題。現実は厳しいがチャンスがあればいい

道を作って欲しいと思う。 

 また国有林には、路網の配置や作設で理想的な像を地域に見せることを期待したい。 
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(5) 鈴木 保志 氏（高知大学 教育研究部 自然科学系 農学部 准教授） 

・鈴木保志氏は林業工学を専門とする研究者で、木質バイオマス資源の収集運搬システムや森林

作業システムの改善について詳しい。木質バイオマス資源に関する技術開発等について、ヒアリ

ングを行った。 

 

■訪問日時 

 平成 27年 1月 27日（火） 

 

■結果概要 

【生産性と作業道について】 

 資源が大径化していく中で、それに対応した方針を出さないといけないと学会でも話が出て

いる。間伐で細い材であれば、スイングヤーダもメーカーが想定する量を運べるが、大径化

すると限界を超えることもあるだろう。材が大きくなると生産性は高くなるが、機械の限界

により生産性を上げられない場合もある。 

 大径化には機械の大型化で対応するという方法もあるが、そのためには道幅を広げないとい

けない。傾斜が緩いところは広い道を高い密度で作設できるが、傾斜が急なところでは高密

路網はつけられても道幅に制限があり、機械の大型化による対応は地域を選ぶ。四国でもフ

ォワーダを入れて 100 年生くらいの太い木を 2ｔトラックで出している事業体もある。一部の

先進林業家は狭い道、高密路網、小さい機械という条件で実践している。ただコスト的に他

のところでもできるのかについては検証が必要。 

 森林作業道が作設できる限界や強度については、地域性がある。大阪や吉野、高知でもいわ

ゆる四万十式による高密路網ができているが、森林総研の研究結果によれば四万十地域は締

め固めやすい地質であるとのこと。他の地域でも同じような強度を出せるかというとそうで

もないようだ。 

 また、自伐林家のようにあまり投資できない個人林業家だと、大きい機械を装備できないこ

とからも、低規格の作業道と高密路網による作業システムが適合しているといえる。 

 

【バイオマスおよび関連の機械について】 

 木質バイオマス資源の生産効率を高めるためには、大型のチッパーがよいが、国内に導入さ

れているチッパーでは、機械価格に見合った生産性が挙げられていないように思う。ヨーロ

ッパや北米では価格と性能が釣り合っているが、輸入することにより原産国よりも高額な機

械となり、性能と釣り合わない。 

 現状、日本でよく見られる使い方では、チッパーの性能を十分に発揮できないようだ。海外

製チッパーは日本の林地に対してオーバースペックのように感じる。価格に見合うだけの性

能を発揮できない。チッパーの稼働率を上げられない現状もあって、結局、減価償却費が負

担になっている。オペレーションリサーチの研究成果等を踏まえて、チッパーの稼働率を上

げるような効果的なスケジュールの提案はできるのではないか。 

 木質バイオマスの収集に係る機械化の最先端はヨーロッパである。アメリカでは木質バイオ

マス利用はあまり盛んではない。どちらかというと山火事の人為的なコントロールのために、
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チップ化などが行われているという背景があるようだ。 

 日本でもバイオマスフォワーダ等の関連機械は開発されているが、チッパーの開発はないの

ではないか。日本に適合した機械を作ることができればニーズはあるかもしれない。ほとん

どの事業体は輸入機械を装備しているが、チッパーは輸入してもあまり高額ではないので、

わざわざ国産機械を開発しないのかもしれない。 

 

【チップ化と運搬について】 

 バイオマス資源として原木のどこを利用するか。枝条よりも、丸太やいびつな形の材（たん

ころ）を積んだ方が充填密度が高いので運搬効率が良い。そのため、日本では、端材を運ん

で工場でチップ化するシステムが一般的。工場から利用施設までまた運ばないといけないが、

工場が山の方にあるとステップを省略することはできる。 

 石炭混焼などで枝葉を利用するときには現場でチップ化したほうが効率が良いだろう。 

 チッパーを工程のどこかで使うならば、全幹で集材して、土場で根元と梢端と枝葉を落とし

て、根元はそのまま運搬し、枝葉は土場でチップ化するのが効率的だろう。さらにいえば、

根元チップ化してしまって大量にトレーラーで運べばなおよい。 

 ヨーロッパではチップは林業現場で生産し、利用施設まで現場からダイレクトに運送してい

る。現場で一気にチップ化して、大きなトレーラーで直送するのが効率的には最もよいが、

公道を運ぶ車両の大きさの限界の関係でその手法が日本では使えないため別のベストな方法

を考えないといけない。 

 日本でうまくいかない原因は、トレーラー規模で運ばないと運搬経費が見合わないが、道交

法の制限との関係で大きな車両を林業現場に入れられないため。中山間地の公道を林業のた

めだけに広くすることはできないので、市町村規模というより流域規模で、運送のボトルネ

ックを整備していこうという提案をしていかないといけない。 

 

【チップの乾燥について】 

 先行論文によれば、ヨーロッパでは伐採して現場で野積みにしておいても、雨除けのカード

ボードを載せておくとある程度乾燥できるとのこと。日本だと湿気と温度の関係で置いてお

くだけでは乾かないため、早めに平地の土場へ動かさなければならない。 

 高知県のある大きなチップ企業で、薪割り機が導入されたことがあるのだが、これは薪を生

産するためでなく、乾燥チップの増産のために導入されたとのこと。割ってしまえば早く乾

くことから、急増したチップ需要に対応するため、導入したそうだ。 

 

【国に期待する役割】 

 日本の林業機械は建設機械ベースだが、台数が多い、中古が豊富、価格も安いといったメリ

ットがある。批判はあるかもしれないが、建設機械で流用できるものは流用していくという

考え方もあるのではないか。 

 日本製の車やオートバイは世界市場を見据えている。同様に林業機械を輸出してはどうか。 
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(6) 佐々木 尚三 氏（国立研究開発法人 森林総合研究所北海道支所 産学官連携推進調

整監） 

・佐々木尚三氏は林業工学を専門とする研究者で、低コスト生産システムや伐採造林一貫システ

ムなどに詳しい。有識者として、先進林業機械事業および先進的林業機械事業の両事業に検討委

員を務めた。特に北海道地域における CTL（Cut-to-Length：短幹集材システム）について豊富な

知見を有することから、その点を中心にヒアリングを行った。 

 

■訪問日時 

 平成 27年 2月 2日（月） 

 

■結果概要 

【CTLシステムの基本的な考え方】 

 自身としては、CTLは生産性が高く、安全、低コストなシステムと考えている。活用のために

はいくつか満たすべき条件があるが、それは条件を整備できれば使えるということ。 

 満たすべき条件として大きいのは傾斜。北海道は他の地域に比べると傾斜が緩いので、CTLは

目指すべき方向性のひとつと思う。国として CTLを推進することには大いに賛成である。 

 これまでもそう考えてきたが、「CTL は目指すべき方向である」と言い切ることに若干の躊躇

があり、断言するというよりは複数のシステムを取りあげてそれぞれのよい点を提示するに

とどまっていた。躊躇していた最大の原因は林地に対する影響についての懸念。そのためこ

れまでは、両論併記的に提示してきたと思う。しかしそれでは伝わりにくいため、今後は CTL

を積極的に推進する意見も述べていきたいと考えている。 

 

【CTLの適用条件】 

 CTLはハーベスタで伐倒・造材、フォワーダで集運材というのが基本のシステムだが、北海道

ではハーベスタ（伐倒・枝払い）→グラップル（集材）→ハーベスタ（玉切り）→フォワー

ダ（運材）というシステムでも実施されている。これはフォワーダのスピードが遅いという

ボトルネックを避けるための工夫。グラップルが集材することでフォワーダの回転を高める

ことができる。 

 CTLの生産性については、林業機械化推進事例集等のデータを元に分析している。路網活用の

車両系に比べて、事例の件数が少ないが、傾向としては 10-15㎥/人日（路網活用車両系では

5-7㎥/人日）くらいといえる。コスト生産性についてはちょうど逆の関係。 

 CTLでは災害の発生率が少ないことも利点。ただし労働災害についてはデータがないので、解

析はできていない。 

 適用条件としてはいろいろあるが、いくつかの条件は事業の仕様でコントロールできる。例

えば作業方向だが、CTLでは傾斜方向にあわせて作業する必要がある。例えば機械地拵をして

いるところでは、結果的に傾斜に対して直角に植栽されているため、傾斜方向に合わせて作

業することは難しくない。 

 路網に関しては、専用道とのマッチングの問題がある。土木的観点から道をつくると CTL で

は使いにくい可能性がある。具体的には法面の施業利用を許容する必要がある。機械や材を
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置くことができるような法面のつくりかた等。 

 伐開幅もひとつのポイント。北海道森林管理局では列状間伐の場合、幅を 4mとしている。こ

れは、5年で樹冠閉鎖させるための条件とのこと。しかし、CTLを実践するためには、機械を

転回するスペースが必要であるため、5.0m以上が望ましい。 

 また路網間隔については、路網活用系に比べて、作業道の密度はそれほど高くなくてもいい。

むしろ、専用道が多い方が望ましい。トラック道へのアクセスが向上する。このような検討

は、「北海道型作業システムモデル路網整備計画検討委員会」にて行っているので参照して欲

しい。 

 懸念される環境配慮について。林内走行の問題は、自身の課題研究でも現在調べているとこ

ろで、今年度の報告書でなんらかのとりまとめを行う予定である。現時点で、コンパクショ

ンは初期条件によってずいぶん違うことがわかってきた。一方、木を傷つけることは確かに

あるといえる。北海道ではトドマツが腐りやすく、立木腐朽が問題になっているが、昔のブ

ル集材のときに機械にあたってその傷から腐れたという意見もあり、CTL でも気にする必要が

あるだろう。しかしながら、過去のデータはないため、機械による損害と野鼠害や鹿害を区

別できない。またそもそも、腐朽しやすいトドマツを長伐期にもっていくことの是非が問題

という考え方もできるため、この点も評価が難しいところではある。 

 

【CTLのバイオマス向けのカスケード利用について】 

 やり方次第だと思う。フィンランドやスウェーデンでは、フォワーダで集めた後、ゆっくり

小さい機械で林内を集めるという方法や、細い木を「エナジーウッド」として長材で集材し

てフォワーダで出すという方法がとられている。 

 物質量としては葉や枝は小さいので、林内に残しておいても大きな影響はないのでは。CTLで

素材生産しつつ、根株や梢端を林内から運び出せるような工夫をすれば、カスケード利用に

も対応できると思う。たとえば、根株はつけたままで集材して、土場で造材する等。 

 

【下川町での取り組みについて】 

 育林の低コスト化は今後の大きな課題。下川町での研究では、クラッシャー地拵え＋低密度

植栽＋CTLでの一貫システムに取り組んでいる。クラッシャーは既存のもの。イタリア・SEPPI

社の機械。 

 下川町での一貫システムは、CTLがベースということが南九州の一貫型と違うところ。植栽樹

種はカラマツ、トドマツ。50年を最長として、CTLでまわしていくという施業方法の想定。 

 低密度植栽は方形植栽と筋状植栽のそれぞれで検討している。方形植栽では、列状間伐の伐

列がその後、走行路になっていく。また北海道の国有林では筋状植栽も多い。これはササが

ひどいためだが、植栽していない列は走行路として使える。 

 造林と工学の研究者がチームを組んで課題研究に取り組めるのは森林総研の長所。今後もこ

ういう取り組みが増えるとよい。九州の一貫作業システムでは、九州支所の造林の研究者た

ちが主導して、つくばの工学の研究者を加えて取り組んでいるという形。 
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【北海道における道交法上の規制について】 

 運材よりも機械の回送が問題ではないか。事業体は 0.45クラスの油圧ショベルとハーベスタ

を運ぶことがあるが、積載量については懸念される。 

 北欧の機械を買う場合、高さは必ず制限にかかる。例えばポンセは機械の高さが 3.8mあるた

め、低床トレーラーに載せる以前に道交法に抵触する。「運べないから」ということで導入を

断念している事業体もある。公道における運搬は非常に大きな問題である。 

 ホイール式機械では、回送が難しいので機械を自走させることを考えるが、そうなると保安

部品が問題になる。林業機械のうち HST（hydrostatic transmission）では構造的にブレーキ

ランプを簡単につけることがない。 

 フィンランドでも林業機械は背が高くて運送には苦労するようだ。鉄橋等に引っかかる場合

に、深掘りしたレーンを走行させるところを見たことがある。 

 

【林業専用ベースマシンについて】 

 林業専用ベースマシンはもちろん望ましいが、価格やメンテナンス、サービスチェーンなど

の点を考えると、建機ベースマシンのメリットも十分に大きい。考えようによっては、林業

専用でないデメリットを補うといえるかもしれない。 

 林業用機械はそもそも大量生産の世界でない。 
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(7) 後藤 純一 氏（高知大学 教育研究 部自然科学系 農学部門 教授） 

・後藤純一氏は森林利用学の研究者であり、森林作業システムや森林作業道等に詳しい。森林利

用学会長を務めるほか、有識者として林野庁の林業専用道および森林作業道作設指針のとりまと

めへの関与、検討委員として先進林業機械導入事業および先進的林業機械導入事業に携わる等の

経験を有している。林業機械開発の全般的な方向性やニーズ、課題についてヒアリングを行った。 

 

■訪問日時 

 平成 27年 3月 5日（木） 

 

■結果概要 

【機械開発の考え方】 

 「近い将来の機械化」「さらにもっと作り込んで進めて行く機械化」がある。もちろん、メー

カーとしては早く商品化したいだろう。国は、長期的な取り組みが必要な部分と、当面の普

及に向けて改善すべき部分を明確にビジョンとして示すことが必要。 

 そのためには、どういう作業システムがどれくらい広がり、それによりどれくらいの素材生

産が行われるかというような目標設定が必要。そこからバックキャスティングで、導入に必

要な台数が出てくるはず。そういう全体的な戦略がないことは課題である。そのためメーカ

ーは、身近な範囲からのヒアリングで開発の可能性を考えているように思う。政策的にもっ

とも対策が必要と考える。 

 類型化については、何を以って判断するかが重要である。全国的にデータがそろっているの

は傾斜と路網整備状況である。それらの指標と資源量のかけあわせで、生産性目標が出てく

る。それを踏まえて、条件にあったモデルを示すことができるだろう。作業システムにはそ

れぞれ特徴があるので、一概に類型化することは難しい。 

 CTLは林地で短材丸太にするというシステムである。北欧で取り組まれており、主にはトラッ

クが山まで来て長距離運搬するという思想だが、北欧でも企業的な取り組みをするところで

は、全幹で集材している。CTLを日本に適応することを考える場合、日本は地盤が軟弱であり、

林内走行が難しいことに注意が必要である。CTLを普及したいならば、林内走行によってダメ

ージを受けにくい林地条件を科学的に整理しなくてはいけない。 

 林内走行しないとなると道路を利用したシステムが選択肢にあるが、これは、道路を使う車

両系と道路を使う架線系にわかれる。「丈夫で壊れにくい路網」を作設するための条件として、

傾斜と道幅についてはすでに整理されている。緩傾斜地ならば、高密に路網を作設し純車両

系のシステムの普及を図るのが合理的だろう。 

 注意しないといけないのは林業専用道。林業専用道は実はフォワーダ向けとトラック向けの 2

つが想定されるのだが、作設指針の検討時には煩雑さを避けるためにあえて分けなかった。

フォワーダ向けの林業専用道は速く走行する車両に対する基盤整備であり、車両系での利用

を想定している。ただし傾斜は 30°までで、それ以上の傾斜地では費用がかさむため補助金

を使った路網整備は進まない。一方、トラック向けの林業専用道の整備をどうするか。架線

系を考える上ではここが重要だし、日本では決定的に遅れている部分でもある。そもそも、

トラック向けの林業専用道をつけられないような林分で、林業をやるべきかどうかも検討が
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必要。むしろしっかりとした施業林道を整備すべき場合も多い。路網作設指針の検討を行っ

ていた当時と状況は変わっているし、技術的な問題だけで議論できるものでもない。 

 架線系の作業システムは奥へ奥へと入っていくため、フォワーダの運材では限界がある。高

性能なフォワーダを投入することで、フォワーダによる集材距離は少し伸びたが、架線系が

本格的に稼働すれば、それでは間に合わない。トラックで運材できないと経済的に成り立た

ないだろう。 

 また作業システムの類型化と関連して、皆伐による主伐をどの程度とするかについても検討

しなければならない。小面積皆伐のみを OKとするのかどうか。仮に大規模な皆伐を是としな

いならば、横取り幅はそれほど大きくなくていいだろう。 

 機械開発の方向性についてだが、普及のためにはどこでも使える機械でないといけない。上

げ荷、下げ荷、横取りのいずれにも対応できないと稼働率が上がらない。日本の事業者はオ

ールラウンドな事業者が多いのでどうしてもそうなってしまう。一方で、若い事業体の育成

にあたっては、上げ荷専用事業者といった事業体のあり方も考え得るのではないか。機械の

特性にあう現場を探してそこで素材生産を行う事業者という発想。そういうことが可能な地

域があれば、新しい機械保有のモデルになりうると思われるが、高知県の香美町にはその可

能性があると考えている。 

 タワーヤーダの上げ荷と下げ荷については、どちらの機械がよりよいというものではない。

現場にはどちらも必要な場合がある。どちらかを推奨するのでなく、現場によくあった、事

業規模に見合った機械装備を的確に選ぶことが大切。タワーだけ建てた車両がまずあり、い

ろいろな機能を必要に応じて付加できるような仕組みがあれば面白い。 

 搬器の組み合わせのアレンジで、いろいろな機械ができる。日本の要素技術も高まってきて

いるのだから、なんでもできるはず。自走式搬器ももとは日本のメーカーの技術だった。 

 また林業機械化の成功をどう評価するかも検討の課題である。あるシステムがどれくらい稼

働したかについて、年間の事業量と稼働率で見ることが望ましい。システムの稼働した結果

が次の機械の導入資金になる。労働生産性だけを目標とすると、急傾斜地ではどうしても下

がる。路網整備から搬出まで含めたコストで、急傾斜と緩傾斜を比べてみるのもいいだろう。

また、林業家の人は「道をつけやすいところにはいい木がない」と言うことがある。このよ

うな口承からは、資源の質を加味して林業経営全般を見ると急傾斜地は不利でないかもしれ

ないという可能性が示唆される。 

 

【今後のニーズ】 

 情報技術の活用は期待される領域ではあるが、活用のためには基盤となる情報の蓄積が必要

である。林地の状況把握、樹種、資源の質などの情報。情報の蓄積はすぐに進展することで

はなく長期的な取り組みとならざるを得ないが、今、始めないと進まないともいえる。今か

ら始めて継続した取り組みを行うことが必要である。 

 また施業の方向性は精密林業（単木）なのか従来型林業（面）なのか。資源や林地の情報の

蓄積は、まず、その点の判断やゾーニングの助けとなるだろう。とはいえ施業方針は所有者

に任せられているので、民有林ではモデル的に取り組むことは難しい。国有林で実証事業を

するのはよいかもしれない。 
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 まず山があって地形や土質があり、つけられる道が決まる。そこで限界となる作業システム

と生産性が決まる。請負経営と自社有林の経営でも適応できるシステムは異なるだろう。 

 限界生産性まで到達することを目指すかどうかがその次の判断となる。機械ありきで林業の

姿を規定すると、行政的な計画等は立てやすいかもしれないが、山がまわらない可能性があ

る。むしろ、機械が導入できる限界地形はなにか、という観点から整理する方がよいだろう。 

 事業体の開発ニーズとしては、少ない人数で安全に作業ができること、大きい材に対応でき

るようなパワーのある機械といったところだろう。大径化に関して言うと、重い材を運ぶた

めには車両系が比較的優位である。架線には限界がある。 

 プロセッサで造材するには径級の限界があるが、枝払いだけなら少々大きくても対応できる。

造材を完全にプロセッサでやらないといけないのかどうか。チェーンソーやグラップルソー

も選択肢となるだろう。 

 ただし、チッパーを山に持っていくのは得策ではないと思う。チッピングは定置式の機械で、

平地で行うのがチップ業者の常道らしい。チッパーの搬入回送費用、故障、乾燥などの点か

ら山に入れるのは望ましくないとのこと。北欧では山と平地の高度に差があまりないので山

に入れている。もっとも、里山で出てくる少量の材について、チッパーが現場をまわってチ

ッピングするというやり方や、主伐の山で土場に入るやり方はありうる。間伐の現場につい

てチッパーが後追いするという仕組みには無理がある。 

 傾斜地の林分では曲がりを山に捨てているところも多い。バイオマス利用を増やすためには

伐採や採材の工夫が必要になるだろう。地域差も大きい。バイオマス利用の促進に向けては、

条件別の作業システム提示が必要だが、平たく整理して示すことはなかなか難しい。システ

ムを示すよりも、こういう条件だとこういう機械化が可能であるという示し方のほうがよい

かもしれない。 

 カタログスペックが現場で出ないことはよくある。メーカーとユーザーの距離にもよるが、

カタログスペックだけでなく、使う側にとって意味のある情報の出し方はメーカーにも期待

したい。メーカーは売れる機械はなにかと考える一方、ユーザーは導入した機械をどう使う

かを考えている。両者の向かっていく方向がずれている気がする。両者が連携してきめの細

かいマニュアルをつくるべき。ユーザー側も「どんな使い方をしても壊れない機械」を求め

がちだが、この点は意識改革が必要だろう。特に架線関係は注意して欲しい。固定索／静索

は力の逃げ場がないため、使い方には注意が必要だし、常に機械の使い方について具体的な

状況把握が必要である。 
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(8) 上村 巧 氏（国立研究開発法人森林総合研究所 収穫システム研究室 室長） 

古川 邦明 氏（岐阜県森林研究所 森林環境部 部長） 

山﨑 敏彦 氏（高知県立森林技術センター 森林経営課 チーフ） 

・上村巧氏、古川邦明氏、山﨑敏彦氏はいずれも森林利用学、林業工学を専門とする研究者であ

り、林業労働安全や架線集材システムに詳しい。また、過年度事業による導入事業体を対象とす

る調査や分析等に携わった経験を有する。3 者を対象として、林業機械化のボトルネックや今後

の技術開発の方向性について、座談会形式でヒアリングを行った。 

 

■訪問日時 

 平成 27年 3月 6日（金） 

 

■結果概要 

【機械化林業のボトルネック】 

 最近架線が急激に見直されてきたところで、道との関係は必要不可欠。傾斜だけで語ってき

たが、複雑度（しわ）まで盛り込んでいただきたい。高知県では、システムと路網とか、木

の伐倒方向等、あらゆる角度で、指標づくりに着手し始めた。機械化とはいえチェーンソー

で伐倒することが多いので、伐倒技術をしっかりしないといけない。重大事故の件数のうち

伐木段階が6～7割を占めている。安全第一をしっかりできる仕組みを確立しないといけない。

（山﨑） 

 近年、集運材の労災割合が下がってきたのは、実は生産性が下がってきたということでもあ

る。安全性の確保は機械化の課題のひとつ。人間に対する安全対策も重要だが、機械的な安

全装置についても検討が必要。日本の機械にはリミッターのような安全装置がついていない。

また架線の機材は大きく重い。山の中で高所作業を助けるものがあればよい。一方で、小型

のウインチのように小さい機械も必要。（上村） 

 車両系から架線系に転じないのではという意見があったが、岐阜では車両系でやってきた事

業体が架線系へと転換しつつある。車両系で素材生産する限界が見えてきたので、架線系に

戻る動きが見えてきた。このときの問題が事業量の見込みをどう確保するか。タワーヤーダ

は高額な機械であり、導入のためには事業量を確保しなければならないが、資源量のデータ

がいい加減だと収支の計画が立てられない。そこで現在、岐阜県では、LiDAR データで資源

調査をしようとしているところ。また道も問題。架線系になると大型のトラックが入ってい

かなければならないが、いきなり道をつけることもできない。（古川） 

 市町村道の整備ができたとしても規格を大きくできないという問題がある。岐阜で一番ネッ

クになるのは橋とトンネル。特に橋については、幅員が十分にあってもかぎ型に架けられて

いて曲がれないことがある。（古川） 

 機械は分離合体型ができるかもしれないが、原木はそうはいかない。素材生産されるものを

順調に出すためには 10ｔ～20ｔクラスのトラックが移動できなくてはならないため、橋は重

要。（山﨑） 

 高知ではタワーヤーダで 1 線あたり 200m・100 ㎥、Ｈ型で 1 セットあたり 1000 ㎥以上の生

産が採算ラインとなっている。本格架線でも張り方によってはタワーの人工数と変わらない
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というざっくりした指標もできてくる。機械の特徴とそれがどこで活躍できるかのケースは

さまざま。集約化された団地の中でエリア分けされるのか、基本は架線で、その他は車両で

複合してすべてやるというやり方もある。（山﨑） 

 架線にするか車両にするかは、山を見て作業道のつけやすさや索張りのしやすさが判断基準

になるのではないか。架線なら断面を書いてここからは無理だ、この傾斜なら道を入れる、

というように机上計画しておいて、現地確認の上、摺り合わせをする。（山﨑） 

 

【CTL】 

 CTL では基幹道を入れて、その間にストリップロードを設けて自由走行する。基本的には傾

斜に対してまっすぐ上り下りして、トラバースはしない。また踏みしめ回数は極力少なくす

ることが望ましい。そのため自由走行といってもストリップロードの配置はシビアになって

くる。（上村） 

 岐阜では、長良川上流あたりは傾斜が緩いため、フォワーダやグラップルの林内走行による

伐採が行われたことがある。しかし、そのあとに植えたら全部枯れてしまった。調査したと

ころ、頻繁に走ったことによって、土壌の粗空隙が著しく減少して粘土状になっていた。土

質の影響もあるだろうが、これが原因だと思われる。（古川） 

 日本の地質は脆弱なところが多いから、CTL で自由走行はなるべくならやめたほうがよい。

CTL でストリップロードを決めてフォワーダ、ハーベスタが作業するというのは海外の考え

方だが、そこで最後に必要になるのはロングリーチ。ロングリーチ＋樹高でストリップロー

ドの幅を広くするという考え方。そこまでしていかないと地面にダメージを与えると思う。

このときボトルネックになるのは建機ベースでは十分なパワーを取り出せないこと。ロング

リーチを展開して伐って持ち上げるためには相応の油量油圧が必要。チェーンソー伐倒のボ

リュームが半分になれば事故の回数も減るし労働負荷も減る。（上村） 

 過去の林内走行試験では同じ場所を 8 往復以上走行すると轍部分の下層植生の回復がかなり

遅れた。また雨天時には林内の走行路が排水路のようになってしまう。自分としては林内走

行はやめたほうがいいのではないかという意見である。（古川） 

 

【急傾斜地について】 

 急傾斜地では、道の問題は大きい。タワーヤーダをやる中でネックになるのは切高、法高。

（古川） 

 タワーに無理な力がかかって折れたという事例もあるので、控索などはかなりシビアに角度

を守って架設しないといけない。タワーに見合うような法高と反対側の地形が大事。尾根の

一番上に道をつけると法面がないのでアンカーを取るところがなく、タワーヤーダを設置で

きない。（上村） 

 高知県では尾根でなく、はちまき状に道を入れていた。こうすることによりアンカーがとれ

る。タワーヤーダを意識した路網設計だと思う。（上村） 

 実際に道を作る人間と、道を使って作業する人間が隔離されている。林業に配慮してもらえ

ないということはないが、林業の作業が理解されていなくて、土木的な感じで作っていると

いう印象がある。まっすぐ最短の線形でなくても、迂回していても、作業するためにはそち
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らのほうがいいということがあるのだが。（古川） 

 

【架線系集材システムの普及】 

 単純に傾斜が 30°といっても、架線が垂れ下がってきて、尾根と干渉する場合もある。500m

集材できるタワーヤーダでも実際には 200～300ｍが限界ということもあるだろう。（古川） 

 いったん架線が途絶えたところが、再度架線をやるというのは厳しいという意見もあるが、

逆にいえば、現存している技術者は上級者が多いともいえる。そういう人たちの技術に注目

することで、優れた事例を普及できる。今こそラストチャンスではないか。（上村） 

 車両では頼りないところが増えてきて、架線の必要性が高まっている。架線の普及は必要だ

ろう。（古川） 

 このあとが主伐になるか長伐期になるかはわからないが、条件の良いところの間伐は車両系

で進めてやっていくべき。車両系がなくなっていくということではない。良いところは車両

で、車両系が無理なら架線系となるのではないか。（上村） 

 架線系システムを普及するためには今後、ワイヤロープの開発が必要。既存のものでもよい

が使用実績があまりない（IWRC6×P・WS（26）等の 6×7 ラング線に替わる構成ロープ）。

既存のものを代用したらどうなるか等、メーカーで実験していただければ成果は出ると思う。

（山﨑） 

 主索の見直しは進めなければならない。大規模架線で太く長い主索を扱うのは難しい。主索

巻き取り機や小型のウインチにつながっていくかもしれない。ワイヤロープ自体も海外機の

ように普通の人が扱いやすいメッキ種のワイヤロープを主索に取り込んでいくことも考えて

いかなければならない。現状、主索は黒油（コールタール系）で保護されているが、それが

作業環境を悪くもしている。このような点も見直しができるとよい。（上村） 

 道のレイアウトを工夫することによって架設撤去がやりやすくなるし、重い滑車を使うこと

もできる。軽トラ道や農業用の運搬車が行くような道があれば資材は運べる。小型のグラッ

プルでも集材機のところに入っていけるような計画や体制作りが必要。タワーヤーダに不向

きなのは尾根道。本格架線なら尾根道は掘って埋め込みアンカーにしてもよし、集材機を上

にあげてしまえば、ワイヤのロスも少ない。架線集材に道は不可欠、作業環境を考えればあ

るに越したことはない。（山﨑） 

 架線系の場合、車両系以上に路網の配置が難しいと思う。（古川） 

 

【木質バイオマス】 

 架線がチャンスなのはバイオマス。車両系の路網展開型は分散してしまうため、残材を拾い

集めるのにロスが出るが、架線だと１か所に集まってくるから合理的に収集できる。（山﨑） 

 バイオマスでの活用を考えると、逆に、CTL がそぐわないということもいえる。現場ごとに

残材を落としていくため、活用できない。（上村） 

 バイオマスの利用を考える場合は、フォワーダを使う二段集材になるので避けるべき。トラ

ックが来るところに土場があって、そこへ集中したものを正しく出せるとよい。（山﨑） 
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【生産性をどう把握するか】 

 今までは労働生産性は㎥／人日という単位で把握されてきたが、そのシステムがどれだけ高

い機械を使っているか（あるいはそうでもないか）という観点は除外されている。（上村） 

 労働生産性の数値は、原木を製材中心に利用した場合のもの。全木集材にすると利用率がも

のすごく上がるかもしれない。その時に同じ指標を使うことは適切ではない。従来通り用材

利用率が 60～70％に留まるのかどうか。利用率の把握が必要。製材用の丸太、パルプ、チッ

プ、枝葉も含めると利用率が上がる。生産性の目標としては、１サイクルあたり（㎥／サイ

クル）やシステムとしての生産量（㎥／時）というように表現する方がよいかもしれない。

（山﨑） 

 バイオマスを考慮すると全く別の考え方になるだろう。生産性については、最近は㎥／人時

が主流になりつつある。（古川） 

 当初より生産性目標として㎥／人日を用いることについてはあまり評判がよくなかった。ス

ギとヒノキでも異なる。時間生産性であれば、本数／時という考え方もある。（古川） 

 間伐での伐木の目安は 1 本あたり 3 分と考えている。それにつりあう造材・運材のシステム

を組むことを目指している。（山﨑） 

 ヨーロッパのタワーヤーダの目安となる収穫量は１ｍあたり１㎥なのだが、国内とは格差が

ある。最近の香美では 200m の集材距離で 100 ㎥が平均。これはつまり、単木材積が半分と

いうこと。向こうの人に日本でタワーを使うかと聞いても、こんなところではやらないと言

うだろう。日本は日本の工夫が必要になる。（山﨑） 

 

【ベースマシン、トラック】 

 道交法の改正に伴ってトラックの規格が変わり、衝突した車の潜り込みを防止するため、車

両前部にフロントアンダーランプロテクターをバンパーの下に設けなければいけなくなっ

た。このため林地の走行に差し支えるようになった。土木用車両でもダンプは前の高さが高

い。前はダンプ仕様にして、後ろはトラックができないか。自動車業界を巻き込むから大変

だが、切実な問題である。（上村） 

 新しいトラックで行くと壊れてしまうから修理費がとんでもないことになる。道の作り方か

ら根本的に変えないといけない。（山﨑） 

 林業専用道はトラックが入るのが前提なのに入れない環境となってしまっている。横断排水

を乗り越えられない。（上村） 

 林業は物流がネック。機械の回送についても同様の問題がある。大径木に対応しようとする

とベースマシンが大きくなるが、そうなるとトレーラーでないと運べない。今の道の規格を

考えると、0.45（12t～13t）クラスより大きい機械を考えるべきではない。（上村） 

 トラックの話もそうだが、今は建機べースというのも課題。建機ベースだと油圧と油量が足

りない。同じアタッチメントでも海外で見ると動きが違う。（上村） 

 

【森づくり】 

 一番気になっているのが、どんどん木材生産量を増やしていった先の需要というか使い道の

ところ。生産量が増えたら木材価格が安くなってしまわないか。（古川） 
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 供給数も減っているし、住宅も減っている。輸出も考えていかないと。（古川） 

 木材利用が変化しても枝打ちはなくならないと思う。枝打ちの技術がないと剥いたときにき

れいじゃない。CLT にしても合板にしても表面の板はきれいなものが必要。そういうものを

貼る需要というのはなくならないと思うので。（上村） 

 節があってもいいと思うけど死に節は避けたいというのは基本ではないか。（古川） 

 枝打ちがなくならない中で、それをどう担うか。枝打ちロボットなのか、技術を残していく

のか、これからは人の手でやるのは考えないほうが良いかもしれないが・・・。（上村） 

 低密度造林ということになれば、病虫害の観点からも枝打ちはいっそう重要になるのでは。

（古川） 
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3. 調査結果 

・ヒアリング調査により得られた結果について、以下に示す。複数の有識者から共通した意見が

得られた場合も多かったことから、本節ではトピックごとに内容を整理して示すものとする。 

 

(1) 技術開発の課題 

・新たに技術開発が期待される課題やニーズについては、以下のような意見があった。 

 

■育林機械 

・ ニーズは分かるが現実には難しいのではないか。木元までの走行をどう確保するか、岩をど

う乗り越えるか等の点が問題になると考えられる。 

・ 育林の機械化を進めるためには山の仕立て方、植栽の方法論とセットで開発する必要がある。

北海道では、クラッシャーによる機械地拵えと低密度植栽を組み合わせて研究開発を行って

いる。 

・ 植え付け位置を GPS で指定する等、情報技術と組み合わせることで植え付けの効率を高める

ことは期待できる。ハードよりもソフト的な周辺技術の開発。 

 

■架線系の機械開発 

・ 下げ荷の小型機械がない。尾根まで大きな道をつけなくてすむため望ましい。 

 

■バイオマス 

・ バイオマスフォワーダの開発はあるが国産のチッパーがない。輸入チッパーは日本の使用条

件にあっていない。開発のニーズがある。 

・ ハード的な開発だけではなく、チッパーの稼働率を上げるような工程管理が必要。 

・ 運搬経費は課題であるが、現場に接続する公道の規格にもよる。バイオマスの機械・システ

ム開発が必要かどうかは買取価格にもよる。買取価格は発電コストから決まる。集材コスト

を考慮していない。 

 

■情報技術 

・ ハードウェアよりも情報技術のほうが取り組みの余地が大きい。 

・ 森林資源量調査は地上レーザースキャナを利用した計測が実用化されているほか、航空機ラ

イダー情報を林道設計に活用している事例がある。 

 

■小規模な機械化 

 軽トラベースのウィンチなどの小規模機械ニーズがある。このようなニーズへの対応をどう

するか。大規模林家の機械化と小規模林家の機械化の両立をどう図るか。 
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(2) 作業システムの普及とボトルネック 

・高性能林業機械化を中核とする作業システムの普及については、以下のような意見があった。 

 

■架線系 

 普及を図る上では、労働負荷と労働安全が課題となる。オペレータ養成もより高度にならざ

るをえない。 

 大規模皆伐に対する社会的な理解をどう担保するか。 

 

■林内走行、CTL 

 もっとも生産性の高いシステムであることは事実だが、林地へのインパクトが非常に大きい。

すべての地域でできるわけではない。 

 傾斜限界は 20°くらいだが、直登の場合。等高線方向についてはまた別。 

 北海道以外でもできるところは多いはずで、モデル事例が必要だろう。 

 作業システムはトレードオフにならざるを得ない。北海道でも、CTLを導入するかどうかは事

業体の方針によるところが大きい。考え方の問題。 

 

■路網 

・ 機械と路網はセットで開発が必要。機械に道をあわせるのでなく道に機械をあわせるべき。 

・ 林業専用道と一般道との接続のボトルネックになっている事例が多い。 

・ 路網整備は林業機械だけでなく、苗木の運搬、シカ駆除などあらゆる目的につながるはず。

流域の一体的な路網整備が必要。 

 

■ベースマシン 

 林業専用ベースマシンが望ましいが、建機のメリットも大きい。価格やメンテナンス面等。 

 建設機械は台数も多く中古も豊富。流用できる部分は流用すればよいのではないか。 

 

■森づくり 

・ どういう森づくりの像を想定するか。それが先にあっての機械開発であるべきではないか。

100年後の森林のイメージ。人工林があるのかないのかについて検討する必要がある。 

・ 既往の育林体系は木の観点から考えられてきている。機械の観点から苗木の選択や仕立て方

を体系化するという取組も必要。 
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(3) 国に期待される役割 

・国に期待される役割については、以下のような意見があった。 

 

■規制緩和または規制に関する調整 

・ 林業機械の利用に際して、道交法上の規制と抵触する事例が見られる。 

・ 運材時の積載重量や長さ。毎回、特例の許可を取る必要がある。 

・ 北欧製林業機械は回送時に道交法の制限に抵触する。 

・ 機械を自走させるためには保安部品が問題になる。 

 

■情報インフラの統一 

・ 航空写真、地図情報、路網情報などが一元化できていない。 

・ 航空写真撮影の権能が都道府県に下りている。国土地理院が一元化できていない。 

 

■国有林 

・ 事業発注側が作業システムについて意識を高めて欲しい。 

・ 国有林は現代的な森林管理の理想像を見せる立場となって欲しい。路網、機械化、等のモデ

ル事例を産み出して欲しい。 

 

■補助事業 

・ 機械開発の補助事業はつくるところで終わってしまうが、その後のフォローアップもあると

よい。モデル的な取り組みなど。 
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IV．課題の整理－技術開発の方向について 

・有識者ヒアリングおよび事例調査から、今後の技術開発の方向性として以下のような内容が想

定される。 

 

1. 作業システムの類型化 

(1) 過去の開発事例の傾向 

・先進林業機械の導入・改良事業および先進的林業機械緊急実証・普及事業によって開発された

林業機械を「車両系／架線系」「傾斜区分」により分類すると、下記のようになる。 

 

 

 

*下線は先進林業機械の導入・改良事業の助成事業体 

*傾斜区分は事業体の申請書等による 

*複数の作業システムや傾斜区分を包含する事業体は記載していない 

 

 

 

・急傾斜地の架線系機械の開発事例数が他に比べて多い。これは、先進林業機械の導入・改良事

業による欧州製タワーヤーダの導入が刺激と成って、資源が成熟し傾斜が急な地域において、急

傾斜に対応した収穫のための林業機械のニーズが顕在化したものと考えられる。この傾向はさら

に、先進的林業機械緊急実証・普及事業における、本格架線の新たな開発という取組へと続いた。 

・車両系機械においては、特に傾斜区分の比較的ゆるい地域で、現代的なトラクタ・ウィンチシ

ステム、バイオマス利用を組み込んだ作業システム、CTL システムなど、これまであまり見られ

なかった作業システムの開発が見られた。各地の森林資源が利用段階に入り、サプライチェーン

の川下の多様な需要にあわせて、多様な作業システムが山側にも必要とされていることが窺われ



 

 
87 

る。 

 

(2) 作業システムの類型化 

・今回の調査を踏まえ、今後、機械化林業の作業システムを普及するにあたり、以下のような場

合分けを想定することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ①林内走行による CTL方式 

・林内走行による CTL方式は林地に路網を開設せず、機械が林地を直接走行し、林内で丸太加工

までを行う作業システムである。 

・この方式の長所は、作業路網開設に伴うコストが不要であること、林内で短材まで加工するこ

とにより運送のコストを縮減することが可能であること、機械のオペレータが林内に入らずに作

業を完了できるため労働負荷を削減し労働安全を確保できることなどがあげられる。 

・短所としては、ハーベスタの対応可能な直径が制約となるため現時点では大径材への対応は難

しいこと、ハーベスタとフォワーダの接続がボトルネックとなりやすいこと、枝条や梢端が林内

に存置されることから木材のカスケード利用には不向きであることなどがあげられる。 

・またこの方式を適応するためには前提となる条件の制約が大きい。まず林内に直接、機械を走

行させることから、最大傾斜は直登方向でも 20°程度と考えられる。また重量物である機械が林

地に与える影響も大きいため、適応可能な土質も限られる。 

・このような制約もあって、これまで本方式による施業はあまり推進されてこず、北海道に限定

した取組とも考えられてきた。しかしながら、先進林業機械事業により CTL 方式に本州で本格的

に取り組んだ長野森林組合の取組事例から、本州においても条件が整っていれば、CTL 方式で十
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分な成果をあげることが可能であることが示されている。 

・CTL 方式の適応可能性を検討するに当たっては、多様な施業環境における条件の整理が必須で

ある。特に林内走行が林地に与えるダメージの大きさについては、十分な知見が蓄積されている

とはいえない。今後、CTL 方式の適応可能性について科学的な検証が必要である。 

・CTL 方式の最大の魅力は労働安全性が高く労働負荷が低いことである。人口減少期に入った日

本では、今後、女性や高齢者の活用を図りつつ労働人口を確保することが課題となっているが、

CTL 方式は林内作業が林業機械のキャビンの中で完結するため、比較的肉体強度の低い作業環境

を構築することが出来るため、過疎高齢化が進む山村地域において魅力の高いシステムといえる。 

 

(4) ②道路を使う車両系 

・道路を使う車両系は近年の林業機械化施策の中でもっとも中核的に推進されてきたシステムで

ある。どのような機械を導入できるかは路網の規格と連動し、開設可能な路網の規格は傾斜、幅

員、土質などによって決定される。道路を使う車両系システムでは、運材はフォワーダが林業専

用道を利用して行う方式が一般的であるが、林業専用道の整備については最大傾斜 30°という目

安が国により示されている。 

・一定の規格の路網を高い密度で開設できる条件があれば、どのような機械によっても生産性の

高いシステムを構築することが可能である。このような条件が確保できる地域は機械化に適した

地域であり、特に機械化を推進していくべき地域といえる。 

・他方、有限会社藤原造林の取組のように幅員の狭い路網での適用を志向して小型機械の開発改

良に取り組んだ事例もあった。幅員の広い道を付けられない地域において、小型機械の活用によ

る生産性向上のひとつのモデルといえる。ただし、間伐中心の作業システムであり、大径材や主

伐といった局面では適応性が低いことに注意しなければならない。事業体経営とのマッチングへ

の意識が必要である。 

・日吉町森林組合の事例では、林内路網を高密度で作設することとハーベスタの利用を組み合わ

せて、道路を使う車両系でありながら CTL方式のメリットを取り入れた作業環境を構築している。

また、クローラの改良により運材速度を向上させたことにより、作業システム全体のボトルネッ

クの緩和が実現された。 

 

(5) 道路を使う架線系 

・資源の充実や伐採圧の高まりを受けて、架線系システムが大きく進展してきたのが近年の機械

化の特徴である。架線系システムは車両系システムに比べ、高規格・低密度の路網を必要とする

システムである。したがって、傾斜が厳しい、地形のしわが多いなどの条件のために、高密度な

路網開設が難しい地域に適している。また全木で一箇所に集材するという特性上、カスケード利

用が容易であり木質バイオマス需要により適合しているともいえる。 

・一方、架線系システムの短所としては、労働安全の確保や労働負荷の削減がより難しいこと、

熟練技能を必要とするため人材育成コストが大きくなること、車両系に比べると重量物に弱いこ

となどがあげられる。 

・道との関係は架線系の展開を考える上で重要な課題である。土場に原木が集積するため、路網

のレイアウトは車両系よりも難しくなる。また傾斜地に強いという特性上、人里から離れた山間
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部に展開することを強みとするため、運材工程が長くならざるを得ない。運材スピードを高める

ためには林業専用道や一般道の整備状況が確保されていることが前提となる。 

 

① ③道路を使う架線系のうちタワーヤーダ 

・道路を使う架線系はタワーヤーダと本格架線の 2つの類型に分けられるが、タワーヤーダは過

年度事業による導入を契機に飛躍的に普及した作業システムである。過年度事業では、牽引式、

自走式、トラック車載式など複数のタワーヤーダが導入され利用されている。 

・過年度事業による導入事業体へのインタビューでは、タワーヤーダ導入の動機は、「車両系で収

穫できるエリアはすでに一巡しもう少し集材距離を伸ばしたい」、「傾斜が厳しく路網密度を上げ

られない」などが中心であった。現状の事業経営においてこのような課題認識を持つ場合、タワ

ーヤーダの集材距離や機能が課題解決に寄与することが期待される。 

・特に過年度事業により導入された欧州製のタワーヤーダは、多くの林業関係者が過去の日本製

タワーヤーダに対して保有していたイメージを一新させた。パワーが大きく能率のよい作業がで

きること、搬器やオートチョーカーなど周辺機材が豊富であることは、資源が充実してきた現代

の林業環境において非常に魅力的である。 

・タワーヤーダの短所としては、本格架線に比べると架線の高さが低いため地形の複雑さに弱い

こと、タワーヤーダ自体のサイズや重量が大きいため現場までの回送が制約となりやすいこと、

作業ポイントを確保するための路網の制約が大きいことなどがあげられる。 

・香美森林組合ではこのような短所の克服のために、タワーヤーダの利用を念頭に置いた路網の

作設を行っている。同様に前田商行株式会社では、タワーヤーダのさらなる活用を目指した周辺

機器の開発に取り組んでいる。 

・さらにタワーヤーダの導入に当たっては、採算性の確保がきわめて重要な課題となる。タワー

ヤーダは急傾斜地に強い機械だが、世界の林業地域の中で日本のように急傾斜地主体の林業地域

は少なく、タワーヤーダの適用可能な現場は世界的に見ても多いとはいえない。そのため、タワ

ーヤーダが世界の林業機械市場において大衆化して価格が下がることは期待しづらい。現在まで

のところ、ほぼ受注生産となっているため、建設機械ベースの林業機械に比べると、価格は高額

である。 

・またタワーヤーダの集材効率は非常に高いため、林業機械の一般的な採算ラインである年間 200

日の稼働を確保するためには、まとまった面積での施業可能林分を確保しておかなくてはならな

い。欧州と日本では単木材積も違うこともあり、日本でタワーヤーダを用いた施業により採算を

確保するためには、よりシビアな事業計画が必要である。 

・タワーヤーダ先進国である中欧では、上げ荷、下げ荷、水平のそれぞれで異なるタワーヤーダ

を用いるのが一般的となっているためオールラウンドな機械は非常に限られている。複雑な地形

で施業を行う日本の林業事業体では、オールラウンドな機械を求めるニーズが強いが、少なくと

も欧州製タワーヤーダとはこの点でミスマッチがあることに留意したい。 

・また中欧では、タワーヤーダを有する事業体はタワーヤーダ企業として経営を特化させること

が多い。高性能なタワーヤーダの導入は日本ではまだ始まったばかりであるが、稼働率を高め採

算性を確保するためには、タワーヤーダを導入した経営のあり方について注意する必要がある。 
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② ④道路を使う架線系のうち本格架線 

・道路を使う架線系のうち本格架線は、先進的林業機械緊急実証・導入事業において、改めて脚

光をあびた作業システムである。日本の林業が間伐主体となり木材生産が衰退する中で、本格架

線はいったんは過去の作業システムとなりかかっていたが、本事業により新たな開発改良がなさ

れ、現代にマッチした本格架線の取り組み機運が進みつつあるところである。 

・本格架線方式の長所は、集材距離が長く路網密度を低くできること、主伐間伐のいずれにも適

応可能なこと、タワーヤーダよりも地形の複雑さに強いことなどがあげられる。特に路網の条件

についてはタワーヤーダよりも適応幅が大きい。たとえばタワーヤーダでは控え索を確保するた

めに尾根道は不向きだが、集材機であれば尾根道であっても設置が可能である。また索張りを高

く出来るため、微地形の凹凸への適応が大きい。 

・また短所としては、熟練技能が必要であること、架設撤去のコストが大きいことなどがあげら

れていたが、先進的林業機械緊急実証・普及事業において山長林業株式会社が取り組んだ油圧式

集材機の開発は、特に熟練技能に関する短所を克服しようとするものである。 

・本格架線導入の制約となり得るのは地域の森林ビジョンとの適合性である。本格架線は間伐に

も適応可能ではあるが、より皆伐に適したシステムである。しかしながら、皆伐をどのように位

置づけるかは、林業界のなかでも、また一般社会においても、十分に議論された状態とはいえな

い。一般社会の森林に対するニーズや思いが多様化する中で、地域の森林に対する構想との適合

性が確保されていなければ、新たに本格架線を導入することは難しいだろう。 

 

2. 森林・林業をとりまく情勢の変化 

・近年、森林・林業を取り巻く情勢が大きく変化している。具体的には、合板や集成材を中心と

した川下需要の大型化、輸出も含めた仕向先の多様化、木質バイオマス発電を中心とする用途の

多様化といったサプライチェーンの川下側の変化と、伐採の適期を迎えた森林とがあいまって、

各地で伐採圧が高まり、これまでの間伐を中心とした森林利用から主伐も選択肢に入る時代へと

変化しつつある。 

・一方で、林業を中核とする山村地域で、過疎高齢化および他業種との競合による林業労働力の

不足が生じており、需要を満たすだけの供給体制を構築することが難しい。木材価格は国際価格

であることから、市場競争力をもつ木材生産のためには、機械化を推進し生産性を高めることや

機械操作の簡素化や簡略化といった取組はますます重要であると考えられる。 

・生産性を高めるためには、各工程の作業能率の向上だけでなく、作業システム全体の能率のバ

ランスも重要である。素材生産事業体には、自身の取り巻く現場条件を踏まえてもっとも効果的

な作業システムを選択することや、自身の作業システムのボトルネックを明らかにしそれに対処

することでシステム全体の効率を上げていくことが望まれる。 

・同時に、皆伐を伴う主伐の進展に対しては、効果的効率的な育林の実行確保も図らなくてはな

らない。育林工程は素材生産工程に比べてこれまで機械化があまり進展してこなかった分野であ

るが、今後は育林工程の効率的な実行に向けた技術開発が必要とされると考えられる。 

・また、資源の充実による大径化への対応、主伐が行われてこなかった時代に衰退した技術の伝

承、所有者の高齢化に伴う経営意欲の低下や所有境界の不明瞭化への対応なども、山側の課題と
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して挙がっている。大径化が進むと、既存の林業機械では能力が不足することも想定されるため、

機械の大型化はひとつの対応方策となるが、大型の機械が現場で作業するためには高規格な路網

の開設が必要となる。幅が広くしっかりした路網を開設するためには、十分な集約化が施業基盤

としてますます重要となる。所有者同意を得るためにも、所有境界や森林資源の蓄積についての

データの集約や効果的な利用が求められると同時に、作業システムを見据えた集約化を実行する

ためには、森林施業プランナーおよびその役割を担う者の人的な育成はきわめて重要である。新

たな施業技術を推進し、より効率的な素材生産を実行するためには、プランナーのみならず、現

場技能者全体にとって重要な課題であるといえる。 

・今後、林業機械化をさらに推進していくにあたっては、このような現代的な情勢の変化を踏ま

えて、これに対応した形で機械開発や機械化の普及啓発を図ることが重要であるといえる。 

 

3. 今後の機械開発に求められるもの 

(1) 主伐再造林への対応 

・森林資源の成熟により、全国各地で主伐が林業経営の選択肢に入りつつある。循環的な林業経

営のためには主伐後の再造林が不可欠であるが、現在、再造林への対応が山村地域では難しい状

況にある。 

・再造林を困難にする要因としては、獣害による食害、苗木の不足、担い手の不足などが指摘さ

れている。機械化の進展した生産段階に比べて、造林保育段階は労働集約的である。戦後の拡大

造林期は山村人口が現在と比較して多く、造林や保育の担い手を確保できたが、人口減少時代に

入った現在の日本では、労働集約的な造林作業の担い手確保は難しい。 

・造林および育林段階の省力化は循環型林業を行う上で喫緊の課題である。しかしながら、育林

機械の開発は生産機械の開発に比べてより難しいことが有識者ヒアリングでも指摘されている。 

・造林育林段階の省力化のためには、育林機械の開発にとどまらず、広い視野での取組が必要で

ある。すでに、機械化林業を前提とした育林体系の開発やコンテナ苗を活用した一貫作業システ

ムなどの開発実証が進んでいる。このような事例を踏まえ、機械開発にとどまらず、広い視野で

の研究開発が求められている。 

 

(2) 技能者育成と労働安全の確保 

・収穫期に入った日本の森林では、今後、架線系林業機械の利用が拡大することが予測される。

架線系林業機械は車両系機械に比べて、飛躍的に労働安全性の確保が難しく、安全な利用のため

には熟練技能者が必要である。 

・しかし、長らく間伐中心の時代が続いたことから、素材生産の技術力が低下していることが指

摘されている。特に架線系林業機械において、熟練技能者が引退し、技術継承が危ぶまれている。 

・事業体内外における技能や技術の継承および伝達は引きつづき重要であるが、あわせて、非熟

練技能者でも安全に利用できる機械の開発も求められるところである。 

・林業の労働災害発生率は全産業を通じて明らかに高い。労働安全性を高めることは新規就業者

の確保という面でも、熟練技能者の継続的な就業確保という意味でも重要な課題である。林業機

械開発において、生産性を高めつつ、操作性や快適性を高め、労働安全性を向上させることは引
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きつづき重要な課題といえる。また今後、女性や高齢者の活用を図る上では、労働負荷の削減も

重要なテーマである。 

 

(3) 土場や路網などの基盤と一体的な開発 

・先進林業機械の導入・改良事業では、タワーヤーダを含め種々の欧州製林業機械が導入され、

日本の林業にとって大いなる刺激となった。しかし、高い性能をもつ欧州製林業機械が十分にそ

の機能を発揮できていない事例も散見される。その原因は、素材生産現場での性能は高くとも、

土場や路網などとのミスマッチのために、サプライチェーン全体としての効率化が進まないこと

にある。 

・林業機械が性能を発揮するためには、地形や土質といった自然の条件、樹種や蓄積、材積など

の森林の条件に加え、販売先の位置や納入の形態、林道と公道を通じた運搬方法など社会経済的

な条件との調和も重要である。 

・既存の林業基盤にあわせてその制約内で最大性能を発揮する機械を開発するという取組方針が

ある一方で、地形および森林条件との適合度合いの高い機械を開発し、路網や土場などは機械が

活動しやすいように改変していくという取組方針もありえるだろう。 

・いずれにせよ、機械開発は機械が利用される環境をよく理解して行う必要がある。そのために

は機械メーカーと林業事業体の緊密な意見交換や情報共有といった体制が必要である。またその

両者を取り持つ存在として、国や都道府県、大学といった試験研究機関の役割もまた大きい。 

 

(4) 事業体経営とのマッチング 

・ある事業体がどのような林業機械を導入するべきかを考える際、ある程度までは地形や森林の

条件が選択の手がかりとなる。どのような機械を導入する場合でも、林地に対するダメージは常

に問題となるため、自らの活動する林地がどのような性質をもち、どの程度の機械の利用が許容

されるかを考えることは常に重要である。 

・しかし、事業体に最も適した林業機械（または作業システム）は、必ずしも自然の条件だけで

決まるものではない。林地が許容する機械に複数の選択肢があるならば、そこから何を選び取る

かにあたっては、事業体経営とのマッチングが重要である。 

・事業体経営とのマッチングを考える場合、ひとつのポイントは年間の稼働率をどう確保するか

である。林業機械の多くは高額な設備投資であり、一般的に年間 200日の稼働がないと採算性を

確保できないとされている。タワーヤーダや本格架線のような生産性の高い機械で十分な稼働率

を確保するためには、施業地の確保に目処が立っている必要がある。 

・林業事業体には多様な経営形態がある。森林組合のように管理受託した森林の請負を主とする

事業体もあれば、国有林や公有林の請負を主とする事業体、自社の保有山林を主とする事業体、

買取林産を行う事業体、またさらに、治山や土木と組み合わせた経営を行う事業体など、経営の

あり方によって、機械化林業の経営手法は異なる。 

・事業体の中長期の経営理念も考慮の必要がある。主として間伐を行うのか、主伐も行うのか。

現在の活動領域のみで活動するのか、今後、活動領域を広げる意向があるのか。単純に機械の性

能のみに着目して選択するのではなく、自らの経営戦略に立脚して適切な機械選択を行う必要が

ある。 
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・設備投資という観点から機械化を考えると、建設機械ベースの林業機械には専用機械になりメ

リットがある。機械そのものの汎用性が高いため普及台数が多く、操作性も高い。また部品調達

が用意であり中古市場も充実している。現場の生産性としては専用機械に劣るとしても、オペレ

ータの養成費用や機械の維持導入費用を考えると、最終的な採算性では互するという場合もある

だろう。同様の観点から、林業機械のリースやレンタルも、近年、大きく進展しつつある分野で

ある。 

・リースやレンタル、中古市場の充実により全体的な機械の普及率を高めることは、日本の林業

機械化全体を進展させる上では非常に大きな意義がある。機械開発の中核的な課題とはいえない

が、今後、国や機械メーカーにとって対応が求められる課題と言えるだろう。 

 

以上 
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V．参考資料 

1. アンケート調査票 

(1) 林業事業体 
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(2) 機械メーカー 
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以 上 




