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表 3.4 株式会社 OPTiM が提供する精密農業サービス 

サービス 概要 

圃場情報管理サービス ドローン画像やマルチスペクトルカメラを用いた生

育分析。ディープラーニング技術を用いた病害虫発

見システム。 

ハウス情報管理サービス ハウス内に設置されたセンサーの解析とスマートフ

ォンで連続撮影した位置情報を含む画像データの解

析によるトマトの収量予測。 

ロボティクスサービス 分析用画像収集を目的とした固定翼型並びにマルチ

コプター型ドローン、陸上走行型ロボットの提供 

農作業記録・��� 取得サービ

ス 

自動音声入力により、簡単に農作業記録を実践。

���取得に必要な農作業情報をスマートフォンやタ

ブレット、パソコンどこからでも共有・確認が可

能。 

�����スマート農業で栽培さ

れた野菜 

��� により生育過程がトレースされた安心・安全な

野菜における栽培履歴に応じたコンテンツの提供。 

ブロックチェーンを活用したト

レーサビリティプラットフォー

ム 

最新の技術であるブロックチェーンを活用し、各履

歴を分散型 ��で共有管理することで、「オープ

ン」、「高効率」、「高信頼」なサプライチェーンを実

現。 

 

 当該分野における活用効果 

既存の農業と比較し、生産性、使用農薬の低減、トレーサビリティ等様々な面に

おける製品(栽培作物)の質の向上が可能である。また、株式会社 OPTiM では、これ

らのシステムを用いて栽培された野菜を、直接買い取り販売することで、農業従事者

の収益性を担保するということにも取り組んでいる。 

 

 林業分野での利活用の可能性 

ドローン等のロボティクスサービスは既に林業においても利用が始まっているよう

に大いに活用の可能性がある。圃場情報管理サービスで利用されているディープラー

ニング技術を用いた画像解析は、空中写真を用いた樹種分類等に利用できる可能性が

高い。資源量調査については、既に専用ソフトウェア Forest Scope2の提供が開始さ

れている。このソフトウェアは、ドローン画像から樹高、本数、位置座標、面積計

測、立木材積推定が可能である。また、農作業記録・GAP 取得支援サービスは、歩

掛野帳の作成や作業者の育成等に利用可能性がある。 

既に林業分野へ取り入れられている技術も多くあり、センサー等による精密な計

                                                   
2 https://www.optim.co.jp/news-detail/38379, 株式会社 OPTiM プレスリリース 
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測に基づく栽培環境の管理は、林業においても育苗、特にコンテナ苗生産には活用可

能である。住友林業株式会社のコンテナ苗生産には、ハウス内の温湿度、土壌水分等

の環境モニタリングシステムである株式会社セラクの「みどりクラウド」が導入され

ている。一方、植栽後の長期の育林期間中における必要性は低い可能性がある。 

また、トレーサビリティやサプライチェーンの構築は林業においても重要な項目

ではあるが、表 3.4 に示すサービスでは、栽培過程の記録によるものが主であり、

林業においては異なるシステムを考案する必要があるだろう。 

 

（３） 農業⽤アシストスーツによる軽労化(実⽤段階) 
 技術概要 

 

表 3.5 農業用アシストスーツによる軽労化概要 

技術概要 重量物の持ち上げ、運搬、傾斜地歩行、階段昇降、中腰作業等の軽労化 

実施主体 株式会社クボタ�������、共同事業体�和歌山大学システム工学部、和歌山

県工業技術センター������������Ⓡ�等多数 

参考文献、

出典等 

クボタ電脳スクエア� ������������������������������������ 

問合せ先等 クボタ電脳スクエア� ������������������������������������ 

 

 当該分野における活用効果 

農業を行う際に必須作業となる重量物の持ち上げ、運搬、傾斜地歩行、階段昇降、

中腰作業等の軽労化が見込まれる。既に、株式会社クボタ(WIN-1)から販売されてお

り、メーカー希望小売価格 1,144,800 円(税込)である。 

 

 林業分野での利活用の可能性 

林業分野においては、住友林業株式会社、（国研）森林研究・整備機構 森林総合研

究所、株式会社 ATOUN、国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学がコンソーシア

ムを構成し、重量物を背負った状態における急な斜面の昇り降りをサポートする林業

用アシストスーツの研究開発を進めている。林業の現場は多種多様な地形や路面状況

のため、農業、物流、介護などの分野に比べ、複雑な動きに対応する必要があり、実

用化に向け、解決すべき課題は多い。当該コンソーシアムの開発した最新の試作機で

は、筋肉負担を最大 17％軽減することが確認されており、造林作業の労働負担を 20％

軽減できる実用機の開発を最終目標としている。 

現代の林業においても、いくつかの作業種では労働負担が大きい状況が続いており、

その一つは、地拵作業である。車両系システムが使用可能な施業地では、一貫作業シス

テムにより、グラップル等による地拵を行い軽労化の取り組みが進んでいるが、架線系

システムを使用している施業地では、現状どおりの作業工程となっている。林業アシス

トスーツは、このような労働負担の軽減に大きな効果が得られるものと考えられ、実用
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化が期待される。 

 

 

図 3.1 林業用アシストスーツ（試作機）の歩行試験 

  

（４） データプラットフォーム(WAGRI) (実証段階) 
 技術概要 

 

表 3.6 データプラットフォーム(WAGRI)概要 

技術概要 農業従事者が環境等の様々なデータを用いて生産性の工場や経営の改善に

挑戦できる環境づくりとしての「農業データ連携基盤」の構築。 

実施主体 農業データ連携基盤協議会 

参考文献、

出典等 

�����パンフレット 

農業データ連携基盤協議会 �������������������� 

問合せ先等 農業データ連携基盤協議会 �������������������� 

 

 当該分野における活用効果 

農業全体を支援するためのデータプラットフォームを構築することで、農業に関わる

データを集約・蓄積し、それぞれのデータの連携、共有、提供が可能となる。本取組は、

2018 年 9 月 13 日時点で、241 の海外・国内 ICT ベンダー、農機メーカー、農研機構、

官公庁、農業従事者が参画して行われている。各データのフローについて、図 3.2 に示

す。 
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図 3.2 WAGRI における参画団体らにおけるデータフロー 

 

 林業分野での利活用の可能性 

本システムは農業を前提に作られており、単年度の収穫に必要な気象データ等を共有

するシステムとなっている。林業分野で必要となるデータを対象に、同様のシステムを

構築することも想定される。 

林業分野における情報プラットフォームとしては、森林資源情報等のクラウドシステ

ムが普及しているが、需給マッチングの円滑化を実現するためには、地域や川上～川下

といった流通経路を越えて情報を共有するプラットフォームが必要とされている。既に

海外(スウェーデン)では素材生産における生産管理者と林業機械間で StanForD 規格

(Standard for Forest machine Data communication：スウェーデン等北欧を中心に広く

普及している生産管理者と現場の林業機械との間でやり取りする情報の記述形式を定め

たデータ規格)3のデータを共有しているという事例がある。今後、日本でも採用する場合

は、宗岡ら(2017)4によると、川上から川下まで、データフォーマット形式を使用するた

めの体制を整備することが重要であるとされている。今後、このような体制を整備する

ことができれば、林業生産性を増大させる事が可能であると考えられる。 

StanForDと同様の素材生産におけるデータフォーマット形式の導入を想定した場合、

機密性を保った上で、安心して情報を提供可能であり、かつ生産性・利益率が上がるシ

ステムを構築する必要がある。 

また、今後、AI の解析を活用していくためには解析の基となるビッグデータの収集が

必要であることから、林業においても全国的なデータ集約化の検討が必要と考えられる。 

                                                   
3  中澤昌彦，加藤英雄，白井教男(2018). オーストラリアにおける ICT を利用した原木生産・流通事

例木材工業, 73(7), 277-280 
4 宗岡 寛子, 上村 巧, 松村 ゆかり, 田中 亘, 白井 教男 (2017) 森林利用学会誌, vol.32, 2, スウェー

デンの林業・木材産業における情報活用を支える StanForD 
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3.2.3. 建築⼟木分野 
（１） i-Construction(実⽤段階) 

 技術概要 

 

表 3.7  i-Construction 概要 

概要 調査・測量から設計・施工・維持管理までのあらゆるプロセスで ��� 等

を活用して建設現場の生産性向上を図り、もって魅力ある建設現場を目指

す建築土木分野の取り組み。全ての建設生産プロセスで ���や �次元デー

タ等を活用することで、���� 年までに建設現場の生産性 � 割向上を目指

す。 

��������������では、①���技術の全面的な活用（調査・設計から施工・

検査、維持管理・更新までの全てのプロセスにおける ��� 技術の導入）、②

全体最適の導入（コンクリート工の規格の標準化による生産性の向上、生

産工程・維持管理を含めたプロセス全体の最適化を図ることによるサプラ

イチェーンの効率化）、③施工時期の平準化（年間を通じた工事件数の平準

化）を �本の柱とし、プロセス全体の情報化の最適化を目指す。 

推進主体 ��������������推進コンソーシアム※ 

※多分野の産官学が連携し、���・人工知能（��）などの革新的な技術の現

場導入や、� 次元データの活用などを進めることで、生産性が高く魅力的

な新しい建設現場を創出することを目的として ����年に設立。（国土交通

省が事務局として運営を支援） 

調査対象、

参考文献、

出典等 

ヒアリング調査対象 

株式会社熊谷組（������������������������������） 

一般社団法人 日本建設機械施工協会（����������������������） 

参考 ��� 

������������������国土交通省� 

����������������������������������������������������（参照 ����������） 

問合せ先等 国土交通省大臣官房技術調査課 

��������������推進コンソーシアム事務局 

������：��������������������������� 

 

 当該分野における活用効果 

i-Construction の普及状況を示す指標として、公共工事における ICT 活用工事の公告数

と実施状況を表 3.8 に示す。平成 28 年度は、国土交通省の直轄工事として、1,625 件の

ICT 土工対象工事が発注され、うち 584 件が実施された。また、平成 29 年度は、前年度

から 4 割増の 815 件が実施されている。更に、平成 28 年度に実施された ICT 施工の工種
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は土工のみであったのに対し、平成 29 年度は、舗装工・浚渫工といった異なる工種にも

ICT 施工の取り組みが拡大している。 

また、都道府県・政令市においても、ICT 土工の取り組みが広がっており、平成 28 年度

は約 80 件であった ICT 土工の実施件数が、Ｈ29 年度は約 300 件に増加している。 

 

表 3.8 公共工事における ICT 施工対象工事の公告件数と ICT 実施件数5 

 

 

i-Construction が急速に普及した要因の一つとして、国土交通省が計画的に各工種に関

する ICT 施工の技術や積算基準類等の通知を整備し、ICT 施工を指定した発注や、入札時

の総合評価への加点等を行うことで、各民間事業者の取り組みを牽引してきたことが挙げ

られる。また、ICT 施工による生産性向上の成果を見える化した事例集の作成や、施工業

者・発注者の両者に対して i-Construction に関する研修を実施するなど（図 3.3）、i-

Constrctionの普及展開に向けた知見の蓄積や人材育成、業界全体のモチベーションの醸成

を図っていることも大きな推進力の一つとなっている。 

 

 
図 3.3 i-Construction に関する研修の実施回数 5 

                                                   
5  2019 年 2 月 13 日 スマート林業構築普及展開事業報告会 建設生産プロセスにおける ICT の全

面的な活用～i-Construction の取り組みの展開について～ 発表資料 

工種
平成２８年度 平成２９年度

公告件数 うちＩＣＴ実施 公告件数 うち、ＩＣＴ実施

土工 １，６２５ ５８４ １，９５２ ８１５

舗装工 － － ２０１ ７９

浚渫工 － － ２８ ２４

ICT施工実施状況

平成２８年度 平成２９年度

ＩＣＴ実施件数 公告件数 うち、ＩＣＴ実施

土工 約８０ 約８７０ 約３００

都道府県・政令市におけるICT土工実施状況

単位：件

単位：件

Ｈ２８年度 Ｈ２９年度
（予定含む）

回数※ 回数※

施工業者向け 281 約300
発注者向け 363 約250

合計 468 約400
※施工業者向けと発注者向けの重複箇所あり
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また、ICT 施工の活用による生産性向上効果の一例として、ICT 土工（図 3.4）の

実施によって、起工測量から完成検査までの土工にかかる一連の延べ作業時間を、従

来型の施工に対して平均で 31.2％削減出来ることが示されている（図 3.5）。 

 

 

図 3.4 i-Construction における ICT 土工の例 

 

 

図 3.5 ICT 土工の活用効果（時間短縮） 

 

 課題 

ヒアリング調査の結果を元に、i-Construction の課題を以下に整理した。 

まず、i-Construction においてこれまで取り組まれてきた施工事例の多くは、大手の建

31.2%短縮 
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設総合業者等による大規模工事が中心であり、ICT 活用の効果が顕在化しやすいという特

長があった。一方で、全国の建築・土木業者の 9 割以上は中小企業や個人事業者によるも

のであり、そのうち半数以上は地方に分散し、地域密着型の経営を行っている。これらの

事業者は、ドローン測量や CIM 等の最先端の技術や情報を入手しづらいだけでなく、たと

え情報が入ってきても、新規技術に投資する資金的余裕がないのが現状である。実際に中

小企業からの声として、i-Construction の推進によって、メリットがあるのは ICT 機器の

販売・リース事業者であり、取り組みが自社の技術やノウハウに結びついていないとの意

見が寄せられている。 

また、技術面での課題としては、i-Construction では設計から維持管理の全てのプロセ

スにおける「ICT 技術の全面導入」を謳っているが、現在取り組みが進んでいるのは ICT

施工の部分に限定されており、より必要性が高いと考えられる橋梁・トンネルの検査や維

持管理等の工程への ICT導入には、まだ業界全体として踏み込めていないのが現状である。 

これらの課題を受けて、i-Construction 推進コンソーシアム（図 3.6）では 2018 年度よ

り、中小規模の工事や中小企業を対象とした、人材育成や i-Construction の導入支援等を

開始している。また今後は、ICT 施工以外の分野においても、実証事業等を積極的に実施

するなど、ICT 技術導入を推進していくことが期待される。これらの成果が、今後建築・

土木業界全体で i-Constructionを普及展開していく上での重要な試金石の一つになると考

えられる。 

 

 

図 3.6 i-Construction 推進コンソーシアムの概要 5 

i-Construction推進コンソーシアム

i-Construction推進コンソーシアム準備会

• i-Construction 推進コンソーシアムの方向性、方針、検討内容などを議論

委員：i-Construction委員会委員＋企業関係者（ＩoＴ関連（AI・ビッグデータなど）、金融・ベンチャー、情報通信、ロボット）

技術開発・導入ＷＧ

最新技術の現場導入のための新
技術発掘や企業間連携の促進方
策を検討

３次元データ流通・利活用ＷＧ 海外標準ＷＧ

3次元データを収集し、広く官民で活用する
ため、オープンデータ化に向けた利活用
ルールやデータシステム構築に向けた検討
等を実施

i-Constructionの海外展開に向け
た国際標準化等に関する検討を実
施

国土交通省 ： 事務局、助成、基準・制度づくり、企業間連携の場の提供など

 コンソーシアムの会員は民間企業、有識者、行政機関などを広く一般から公募
 産学官協働で各ワーキングを運営（※国土交通省（事務局）が運営を支援）

業団体 設計
学会
大学

行政 施工 IoT 金融AIロボット
調査
測量

維持
更新

国・自治体・有識者 建設関連企業 建設分野以外の関連企業

一般公募（会員）※

支援

企画委員会（準備会を改称：全体マネジメントを実施）

９８７者参加
（2019年1月1日時点）
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 林業分野での利活用の可能性 

i-Construction 推進の背景にある、「人手不足・3K からの脱却」といった建築・土木業

界全体が抱える課題や、「新 3K の魅力のある現場の実現」といった目標は、林業業界と非

常に親和性が高く、今後スマート林業の目指す姿や、その実現に向けたロードマップを示

す上で参考となる貴重な先行事例といえる。 

また、i-Construction において、特に林業業界への活用可能性が高いと考えられる個別

技術の一つが、「UAV（ドローン）の全面的活用」である。現在、建築・土木業界では、UAV

の活用が非常に進んでおり、特に、高性能カメラを搭載したドローン等で写真測量をし、

3 次元の地形モデルを作成して、現場把握から詳細設計、出来高管理、施工後の検査まで

一貫して行うことで、大規模造成工事の煩雑な測量作業を大幅に省力化することに成功し

ている。実例として、株式会社熊谷組が実施した静岡県内の工業団地の造成工事では、UAV

測量の導入により、従来の航空写真を使用した測量業務と比較して、約 2 週間の業務時間

の短縮が実現している。また同社では、工事の進捗確認や点検時の撮影にも UAV を積極的

に活用しており、現場の見える化による生産性・労働安全の向上を図っている。 

現在、林業分野においても、資源量調査や資材運搬等の分野において UAV の活用や実

証が進められているが、今後、特に、各種補助事業の検査への UAV の活用が期待されてい

る。先進的な取り組みとしては、大分県では、平成 30 年 10 月から造林申請及び県確認検

査へドローンを活用しており、業務の省力化の効果を明らかにするとともに、今後、検査

を実施出来る人員の育成や機材の確保、間伐・作業道の検査への活用に向けた基準やマニ

ュアルの検討を行うこととしている。 

今後、このような取り組みを全国に推進していくためには、各種検査基準や要項・積算

基準の改訂等を進め、林業現場に即した安価で高性能な UAV の民間の技術開発や現場導

入を後押しするような、官民両輪での推進体制の構築が重要であると考えられる。 

i-Construction の 3 本の取り組みの柱のうち、①ICT の全面的な活用において取り組ま

れている個別技術の一部には、林内における GNSS の精度の低さや山間部の通信環境の脆

弱さなど、林業分野へ全面的に適用することが難しいものも存在する。 

例えば、株式会社熊谷組では、運転手の労働負担の低減や省人化による生産性の向上を

目的に、不整地運搬車（クローラキャリア）の自動走行技術を開発しており（図 3.7）、森

林総合研究所と共同で林業用フォワーダの自動走行技術の研究開発を行っているが、間伐

作業地など、作業道の幅員に影響を与える制御誤差の修正に必要な GNSS の測定精度が期

待出来ない場所では、自動走行にとらわれず、並列走行や追随走行など、別視点からの技

術開発を進めていく必要があることが指摘されている。 

一方で、本事業の成果報告会においても指摘されたように、i-Construction で成果を挙

げている主な取り組みは、GNSS の測定精度や通信環境に依存しない技術を基盤としたも

のがほとんどであり、今後、本分野で先行して進められている取り組みの多くが、森林・

林業分野における諸課題の解決の糸口となる可能性が高いと考えられる。 
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図 3.7 クローラキャリアの自動走行（左）と操作室における教示運転（右） 

（於：熊谷組筑波技術研究所） 
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3.2.4. 流通分野 
（１） ⾃動配⾞計画システム（実⽤段階） 

 技術概要 

 

表 3.9  自動配車計画システム 

技術概要 神奈川県の三浦市農業協同組合とサイボウズ株式会社が提携し、業務アプ

リ開発プラットフォーム「�������」を使用して自動で配車計画を作成する

システム（三浦市農協配車システム（仮））を作成した。 

実施主体 三浦市農協・サイボウズなど 

参考文献、

出典等 

サイボウズプレスリリース（��������������������������������������������

���������） 

���������������「出荷作業８時間を１秒に」三浦市農協で起きた驚異の進

化（����������������������������������������） 

問合せ先等 サイボウズホームページより問い合わせ 

（�����������������������������������������） 

 

 当該分野における活用効果 

物資の運搬において、トラックの効率的な配車は運送コスト面で重要である。しか

し、配車計画には様々な情報を統合して作成する必要があるため、従来は計画作成に長時

間を要していた。そこで、IT 技術を活用し配車計画を効率的に作成するサービスが複数

分野で普及していきている。ここでは、具体事例として、神奈川県の三浦市農協とサイボ

ウズが共同で開発したシステムを取り上げる。 

 

 従来は、農家から出荷される出荷物の量を把握し、どの市場にどれだけの量をどの運

送会社で運ぶか計画する作業を人力で８時間程度かけて作成していた。システム化に

より、わずか１秒で計画が作成され、必要なトラック台数も削減された。 

 システム導入におけるコストは不明（サイボウズ社で開発）。 

 今後は、ビッグデータの蓄積によって更に効率化を図る計画とされている。 

 

 林業分野での利活用の可能性 

林業分野においてもトラックの効率的な配車計画は重要となる。今回調査した限りでは

まだ導入例はないようだが、利活用の可能性は十分あると思われる。 

林業分野においては木材輸送について配車計画を作成することとなるが、山から中間土

場、市場、各種工場（製材所、木質バイオマス発電所など）と木材の経由地が複数存在す

るため、配車計画がより複雑となることが懸念される。また、材の種類（A 材～D 材）に

よって運送先が異なる場合があるため、材の仕分け過程を考慮に入れる必要がある。 
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（２） トラック隊列⾛⾏による無⼈化（実証段階） 
 技術概要 

 

表 3.10 トラック隊列走行による無人化 

技術概要 国内トラックメーカー� 社の開発した ����（協調型車間距離維持支援シ

ステム）によってトラックの車間距離の維持や加減速の調整を行う。この

技術によりトラック複数台で隊列走行を行うことで、後続車は無人で走行

することが可能となる。 

実施主体 国土交通省・経済産業省 

参考文献、

出典等 

国土交通省 報道発表 

（�����������������������������������������������������������） 

東洋経済 ������（����������������������������������������） 

問合せ先等 国土交通省 事務局 

���：０１２０－１３０－８３３（お問い合わせ時間：８：００～１６：０

０） 

 

 当該分野における活用効果 

2022 年の高速道路での後続無人隊列走行の実現（商業化）を目指し、国土交通省・経済

産業省が 2017 年・2018 年に高速道路での実証実験を実施している。 

 

図 3.8 トラック隊列走行のイメージ（国土交通省資料） 

 

 活用の効果としては、トラック運転手の人手不足の解消・輸送コスト削減がまず挙

げられる。また、車間距離を詰めて走行することにより空気抵抗が減り、燃費改善

や CO2 排出削減につながる。さらに、人的ミスによる事故の危険性が減少すること

が見込まれる。 

 実証段階のためコストは不明。 

 ハンドル操作はまだ自動化ができていない。また、一般道での走行は実証されてい

ない。 
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 林業分野での利活用の可能性 

林業分野でも輸送コストの削減が望まれており、こうした技術に対する需要はあると見

込まれる。ただし、現状では高速道路上での走行実験にとどまっている。 

木材運搬に特化したサービスとして、スウェーデンの企業である Einride 社が 2018 年

7 月 14 日に無人木材運搬車「T-log」を発表している。AI によって自動運転を可能として

い る 。 2020 年 の 実 用 化 を 目 指 し 実 証 試 験 中 で あ る （ cnet Japan 記 事 ：

https://japan.cnet.com/article/35122641/）。 

林業分野で利活用するには、少なくとも一般道、理想的には林道も含めた自動走行の実

現が望まれる。 

 

3.2.5. 情報分野 
（１） WLPA 通信（実⽤段階） 

 技術概要 

 

表 3.11 技術のタイトル概要 

技術概要 低消費電力（一度の給電で �～��年は無給電で稼働）、長距離通信（����

を上回る通信が可能）、低通信速度（数 ����から数百 ����程度）、低通信

料金（月額数十円～数百円程度��回線当たり）を特徴とする通信技術。���

に最適な無線技術として産業用途で幅広い活用が期待できる 

実施主体  

参考文献、

出典等 

平成 ��年版情報通信白書（�����������������������）  

急速に普及が進む ����で広がる ���ビジネス（三井物産戦略研究所） 

問合せ先等 公開可能な場合 

 

 当該分野における活用効果 

近年、IoT デバイスや関連アプリケーションは爆発的に増加しているが、それぞれ様々

な用途や通信特性を有している。通信分野においては、超高速、多数接続、超低遅延の特

徴を持つ 5G が適した技術である一方、モニタリングなどが想定される産業用途では、必

要とされる通信容量は小さいものの大量接続や長期間使えるような低消費電力性などが重

視される（図 3.9）。LPWA は通信容量は小さいものの、省電力で長距離通信を実現できる

無線技術であり、既に水道利用の自動検針や食品用冷蔵庫の温度管理で実証や実用化が行

われている。将来的に、物流・資産管理やスマートメーターのような産業用途が大きく成

長すると見込まれ、さらにインフラ保守やセキュリティ分野においても普及が見込まれて

いる。 
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図 3.9 各通信方式の位置付け（平成 29 年版 情報通信白書） 

 

 林業分野での利活用の可能性 

林業従事者は携帯電話ネットワーク圏外エリアで作業することが多く、万が一事故が発

生した場合、近くに作業者がいないため事故の発生に気付かない、救急を要請するために

時間が係るなどの課題があるが、LPWAを用いた緊急連絡システムを構築することにより、

これらの課題が解決することが期待できる。 

実証実験等を通じ、山林現場の作業者間あるいは山林現場と携帯電話ネットワークエリ

ア間において、LPWA を用いた緊急連絡システムを確立する必要がある。また、双方向通

信などの実現により、よりきめ細かい緊急連絡システムとすることができる。 
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3.3. 全国の先進事例 
3.3.1. 調査⽅法 

国内の森林・林業分野における先進事例について、有識者への聞取り調査等により収集

した。地域的な取り組みとしては、単一の技術の利用にとどまらず、様々な技術を組み合

わせてデータを共有する仕組みを構築している長野県北信州森林組合、岡山県真庭市を取

り上げる。 

技術的な先進事例としては、地上レーザ、森林クラウドを取り上げる。 

 

3.3.2. 先進事例 
（１） 北信州森林組合の取組 

 技術概要 

 

表 3.12 北信州森林組合の取組技術概要 

技術概要 航空レーザ計測による森林資源解析データを活用した森林管理 

実施主体 北信州森林組合 

参考文献、

出典等 

北信州森林組合ホームページ 

未来投資会議構造改革徹底推進会合資料 

問合せ先等 北信州森林組合 

 

 地域概況 

北信州森林組合は、航空レーザ計測など ICT 技術を積極的に活用していることで近年注

目されている森林組合である。表 3.13 に組織概要を示す通り、平成 13 年に六つの市町村

森林組合が合併して発足し、管内民有林面積は 3 万７千 ha である。 

木材生産量は表 3.14 のとおりであり、平成 13 年から 17 年の 5 年間では木材生産量が

約 9 倍と急速な伸びを示している。平成 24 年から 28 年の 5 年間では平均木材生産量は約

17,000m3 となっている。高性能林業機械については表 3.15 に示すように積極的な導入を

進めているが、北信州森林組合の特徴は、林業機械等のハード面ではなく、境界明確化や

データ管理といったソフト面に力を入れていることにある。 

 

表 3.13 北信州森林組合の組織概要 

設 立 平成 13 年 12 月 1 日 

組 合 員 数 5,755 名（平成 28 年 2 月末） 

出 資 金 額 92,235 千円（平成 28 年 2 月末） 

事 務 職 員 数 職員 16 人 施業技術員 4 人  

補助員等 5 人(平成 29 年 4 月 1 日現在) 

技 能 職 員 数 通年雇用 31 人(平成 29 年 4 月 1 日現在) 

加 入 市 町 村 飯山市、中野市、木島平村、 

野沢温泉村、山ノ内町 

管内民有林面積 3 万７千 ha 
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表 3.14 北信州森林組合木材生産量(m3) 

年度 受託林産 買取林産 国有林生産請負 合計 

H13 404 7 0 411 

H15 1,678 1,037 0 2,715 

H17 3,216 580 0 3,796 

H19 4,890 1,132 399 6,421 

H21 5,398 0 0 5,398 

H23 9,036 0 4,569 13,605 

H24 9,294 0 3,388 12,682 

H25 16,516 398 1,810 18,724 

H26 12,967 470 1,680 15,117 

H27 16,569 0 4,211 20,780 

H28 15,819 0 1,711 17,530 

※ 北信州森林組合ホームページより http://www.jforest-kitashinshu.or.jp 

 

表 3.15 北信州森林組合の高性能林業機械 

年度 導⼊⾼性能林業機械 
H16 スイングヤーダ 
H17 プロセッサ・スイングヤーダ 
H18 プロセッサ 
H21 フォワーダ 
H23 フォワーダ 
H24 フォワーダ、スイングヤーダ、プロセッサ 
H25 フォワーダ、スイングヤーダ 
H26 フォワーダ、スイングヤーダ、ハーベスタ 

※ 北信州森林組合ホームページより http://www.jforest-kitashinshu.or.jp 

 

 活用効果 

ICT 技術の活用等で注目されている北信州森林組合であるが、当初より地道な境界明確

化作業を進めデータ化していたことで、現在では、様々な ICT 技術と組み合わせることが

できている。航空レーザ計測による高精度な森林資源量データを入手しても、実際の所有

者と対応した境界データをGIS上で組み合わせることができなければ施業提案にも施業計

画にも利用することはできないため、まずは、境界情報のデータ化が必要である。 

北信州森林組合では平成 20 年度に森林 GIS を導入し、図 3.10 に示す形で管内 6 千 ha

の実測境界情報、所有者情報を GIS データとして管理している。このデータと図 3.11 に

示すような航空レーザ計測やドローン等の ICT 技術で取得した様々なデータとを GIS 上

で組み合わせて実務に利用している。 
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※ 未来投資会議構造改革徹底推進会合「地域経済・インフラ」会合第 9 回配布資料 

北信州森林組合 堀澤正彦 

 

図 3.10 GIS 上での所有情報管理 

 

 

 

 

 

※ 未来投資会議構造改革徹底推進会合「地域経済・インフラ」会合第 9 回配布資料 

北信州森林組合 堀澤正彦 

図 3.11 ICT 技術との組み合わせ 

 

さらに今後は図 3.12 のように、製材工場等からの発注情報や IoT ハーベスターからの

生産量なども統合的に森林クラウド上で管理するシステムを目指している。 
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※ 未来投資会議構造改革徹底推進会合「地域経済・インフラ」会合第 9 回配布資料 

北信州森林組合 堀澤正彦 

図 3.12 北信州森林組合が今後目指すシステム 

 

北信州森林組合の特徴は、地道な集約化作業の成果と多彩なデータを GIS で組合わせて

実践的に活用しているという点にある。施業計画、収支予測において実態に近い値を利用

することが可能となっており、所有者への利益還元に努めている。 

ICT 技術の積極的な活用は、若手職員の定着、採用にも効果を発揮している。全国的な

先進事例として取り上げられる機会が多いことも職員のモチベーションアップにつながっ

ていると考えられる。また、大学等との共同研究にも参加しており、更なる先端技術の活

用を実現している。 

スマート林業実践対策においては、北信州森林組合の取り組みを長野県内の他の林業事

業体に普及させることが取り組み内容の一つとなっている。 

 

 他地域で参考とする場合の留意点 

他地域が北信州森林組合の事例を参考に取り組む際は、航空レーザ計測による基盤デー

タ整備が必要である。データの活用に至るまでには、あわせて地道な境界明確化の推進が

重要である。 

また、先進技術に興味を持ち、ソフト操作の習熟やデータ活用などに積極的に取り組む

職員の存在も必要である。 
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（２） 岡山県真庭市における取組 
 技術概要 

 

表 3.16 技術のタイトル概要 

技術概要 木材トレーサビリティシステムの導入による地域材安定供給 

実施主体 木質資源安定供給支援システム（真庭市） 

参考文献、

出典等 

「里山資本主義」真庭の挑戦（真庭市長 大田昇） 

木質資源安定供給システム（木質資源安定供給協議会 細川徳美） 

問合せ先等 木質資源安定供給協議会 （����：��������������������������） 

 

 地域概況 

岡山県真庭市は、「美作ヒノキ」の生産で有名な古くからの林業地であり、下表に示すと

おり、現在でも林業・木材加工業が活発に営まれている地域である。 

 

表 3.17 真庭市の森林・林業・木材産業の概要 

＜森林＞ 

森林面積 65,852ha（東京都約 23 区分） 

（私有 45,640ha、市有 12,125ha、

国・県有頭 8,087ha） 

人工林率 59%（ヒノキ 7 割・スギ 2 割） 

齢級構成 8～12 齢級（40～60 年生）が多い 

地籍調査進捗率 95%（全国 52%、岡山県 85%） 

＜林業・木材産業＞ 

林業事業体 約 20 社（従事者は約 240 名、平均

年齢 40 歳代） 

素材生産量 約 13 万 ���年（県内生産量の ���） 

森林整備 年平均 800ha の保育作業を実施 

うち間伐（搬出）は 600ha/年 

林道整備 234 路線・総延長は 347km 

原木市場 3 市場・取扱量：約 14 万ｍ3/年（岡

山県原木生産量の 1/3） 

製材所 約 30 社・原木仕入量：約 20 万ｍ3/

年・製材品出荷量：約 12 万ｍ3/年 

製品市場 1 市場 

 

また 2015 年より真庭バイオマス発電所（発電能力 10,000Kw）が稼働し、これまで活用

されてこなかった林地未利用材や製材端材・樹皮が燃料として有効活用され、森林所有者

や製材所等へ利益還元が行われている。 

さらに2016年国内初のCLT専用工場が完成し、市内外の様々な公共建築物等に対して、

国産 CLT を供給している。 
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 活用効果 

上述した真庭バイオマス発電所（以下、発電所）は、148,000t/年の木質バイオマス燃料

を使用する計画であった（現在は、発電効率の向上により 109,000t/年）。一方、それまで

一部の製紙用チップを除き、いわゆる C 材・D 材は素材生産時に林内に残され、利用され

ていない状況であった。そのため、木質バイオマス燃料の安定共有を目指すために、地域

の森林所有者・林業事業体・原木市場・製材所・チップ工場等が参加した「木質資源安定

供給協議会」（以下、協議会）が設立され、関係者連携・情報共有を積極的に実施している。 

この協議会の主要な役割として、固定価格買取制度（以下、FIT 制度）に関する証明事

務と、森林所有者に対する未利用材代金 500 円/t を含めた燃料代精算事務が存在する。 

これらの事務処理の効率化のために導入されたのが、「木質資源安定供給システム（真庭

システム）」である。このシステムは、FIT 制度で必要とされる木質バイオマス燃料の由来

証明のために、QR コードが印刷されたカードを運送トラックに持たせ、出荷地・チップ工

場・バイオマス発電所を繋ぐ形で、構築・運用されている。（下図 3.13 参照） 

このシステムの導入により、煩雑な FIT 制度における燃料由来証明事務が軽減されると

ともに、森林所有者への未利用材代金還元額が、林業事業体やチップ工場ではなく、協議

会作成の資料によって算出されるため、確実な山元への利益還元が実現している。 

また木質バイオマス燃料の集荷範囲拡大のための真庭市外ユーザへのシステム利用促進

や、製材用材への対象範囲拡大を目指した森林認証材の出荷地証明への利用も、協議会が

主導する形で開始されている。 

これらの経済的効果としては、木質バイオマス由来証明事務軽減について、142 円/ｍ３

の効果額が実証されている。（下表 3.18 参照） 

 

 

図 3.13 「木質資源安定供給システム（真庭システム）」 

 




