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4.2.3. 施業集約化の効率化・省⼒化 
（１） 現在の取組における主な課題 

資源量把握が先行している地域も多いが、境界明確化・施業集約化と並行して進める必

要がある。 

森林経営管理制度を想定し、市町村が集約化を主導することを想定した取り組み（経済

林のゾーニング、意向調査実施の優先順位など）も必要となる。 

 

（２） 対策 
資源量把握から計画、需給マッチングまでのデータ連携を実証する必要がある。 

例：資源量把握 → 経済林のゾーニング → 施業集約化対象地域＝意向調査対象の抽出

及び優先順位の設定 → 集積計画と需給マッチングの連携 

市町村職員でも簡易に取り扱えるツール化が必要となる。 

 

4.2.4. 経営の効率性・採算性向上 
（１） 現在の取組における主な課題 

日報管理システムやハーベスタ検知機能等による経営の効率性・採算性向上に取り組ま

れているが、システム導入のみにとどまらず、実効性の高い作業計画を立案し（Plan）、計

画を意識した施業を行い（Do）、出力された結果を分析して作業のボトルネックを把握（Check）

したうえで、生産性向上のための対応策を講じて（Action）、次の現場に活かす（Plan・Do）、

PDCA サイクルを含めた実証が必要である。 

現状では、日報管理システムはデータはデジタルで取得できるものの、入力はスマート

フォン等での手入力になっており、入力作業が困難な場合もある。 

木材検収やプロセッサ検知等の情報については、どこまで詳細なデータが必要か検討す

る必要がある。目的に対し、必要なデータ精度を事前に定めておき、費用対効果も考慮し

つつ、データの精度向上に努める必要がある。 

 

 

図 4.2 日報管理システムによる PDCA サイクルの例 
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（２） 対策 
PDCA サイクルを含めた実証を行い、導入する森林所有者・林業事業体・木材需要者の

生産性向上・経営改善に対する意欲を醸成する必要がある。 

また、入力作業については、紙と鉛筆がタブレットになっただけでは真に効率化された

とは言い難い。可能な限り自動化するシステム、例えば日報管理では、身に着けたセンサ

ーにより機械使用時間を自動で記録するなどの仕組みが必要である。 

 

4.2.5. 需給マッチングの円滑化 
需給マッチングの円滑化については、すべての実践対策地域が実証項目として取り組む

としていることから、本事業では重点項目として検討を行ってきた。来年度以降、実践対

策地域における需給マッチングの実証が本格化することから、以下の方向性に基づき、指

導助言を行うこととする。 

国産材、特に並材については、素材の需要先への販売価格が国際価格であるｍ3 当たり

10,000 円前後に収斂しており、国際競争力を保持しつつ、森林所有者へも還元する利益を

確保するためには、川上から川下に至るまでの素材生産、木材流通、木材加工、木材利用

に至るまでの様々な工程において、コストダウンを図る必要がある。一方、それぞれの過

程においてのコストダウン余地も残されているところではあるが、併せて、各工程間の無

駄を省き、川上から川下までの全体的な適合によるトータルコストダウンを図ることも重

要である。例えば、各工程において検収を行っているが、最終工程の検収のみとすればコ

ストダウンになる。 

 

 
図 4.3 トータルコストダウンを図るための工程別のコストダウン 

 

国産材におけるこれら工程間の無駄を省くためには、特に各工程の生産過不足防止・適

正在庫維持が必要であり、これらは供給側と需要側の調整、いわゆる「需給マッチング」

を効率的に行うことが必要である。 
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一方、国産材の流通における需給マッチングは、未だ電話や FAX、メール等の旧来型、

個別型の情報共有手段で行われることが多く、上記の目的を満たす手段としては、特に情

報共有の効率化・応用性という面で不十分であることが多い。そのため昨今、需給マッチ

ングにより高度な ICT を利活用する取り組みが複数の地域で検討・開始されているが、未

だ構想段階または実証段階にとどまる事例が多いと思われる。 

 

（１） 実践対策における木材サプライチェーンの概要一覧 
国産材における ICT を用いた需給マッチングを実現するためには、対象となる木材サプ

ライチェーン（以下、木材 SC）の対象範囲を限定し、必要なデータや機能を明確にしてか

ら木材サプライチェーンマネジメントシステム（以下、木材 SCM システム）の構築を行

わなければならない。 

本事業の指導・助言、成果普及の対象となる各地域協議会では、それぞれ実施項目の

一つとして需給マッチングを掲げているが、その概要と木材 SC の対象範囲は下記表 

4.2、表 4.3 の通りである。 

各協議会において構築する木材 SCM システムは、その取扱う数量は様々であるが、 

※ 対象範囲が、素材（原木）を消費するところまでであること 

※ 運営主体が、県森連や原木市場等、流通事業者であること 

※ 取扱い材の対象が、地域材全体であること 

※ 入力データとして、IoT に対応したハーベスタから得られるデータや木材検

収システムを活用すること 

等の特徴を概ね有しており、これらの共通点を踏まえて、不足している項目や内容を

認識しつつ、改めて今後の指導・助言を行う必要がある。 
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表 4.2 実践対策における木材 SCM システムの概要一覧 

 
 

 

 

表 4.3 実践対策における木材 SCM システムの対象範囲一覧（再掲） 
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（２） 木材 SCM システムの基本機能と需給マッチング 
ここで木材 SCM システムの基本機能を下図 4.4 に示す。 

 

 

図 4.4 木材 SCM システムの基本機能 

 

この様に木材SCMシステムは様々な機能を有するが、需給マッチングに関する機能は、

「計画管理機能」と「在庫管理機能」である。このことを認識した上で、各協議会が構築

する木材 SCM システムについて、その属する地域の森林・林業・木材産業の特徴も踏ま

えつつ、指導・助言する必要がある。 

 

（３） 需給マッチングの区分（素材ベース） 
木材における素材ベースの需給マッチングは、そのタイミングと作成するアウトプット

によって、3 つの段階に区分される。 

1 つ目は、半年から一年単位で実施される中期的なマッチングであり、森林管理分野に

おいて、素材加工分野で作成する仕入計画・生産計画を前提に、森林資源情報や GIS を用

いて、伐採箇所（伐区）選定を行う。 

2 つ目は、四半期から半年単位で実施される短期的なマッチングであり、森林管理分野

では月別（または週別）の伐採計画を作成。素材加工分野が作成する同期間での仕入計画・

生産計画と突き合わせて、必要な調整を行う。 

3 つ目は、リアルタイムで実施するマッチングであり、日単位で素材生産分野が作成す

る樹材種別の生産情報・在庫情報と素材加工分野の需要情報を、狭義の木材 SCM システ

ムを用いてマッチングさせ、最適採材や在庫の最適化を図る。 

これら 3 つのマッチングは、必要するデータ種類やシステム機能は異なるが、川上側が

川下側の多様な需要に応えるため、また川上側が生産した素材を無駄なくカスケード利用

するためには、複数の伐区と複数の需要先（工場）を束ねて、木材 SC を構築することが

必須である。 
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図 4.5 需給マッチングの区分 

 

これらの需給マッチングにおいて ICT の有効活用を目指すためには、「森林資源情報の

整備」・「伐採計画作成」・「リアルタイムマッチング」の 3 つの要素を、構築する木材 SCM

システムに具備しなければならない。 

これらの要素に着目して、各協議会の需給マッチングに対する取組項目を整理すると、

表 4.4 の通りである。森林資源情報整備・リアルタイムマッチングはほぼ全ての協議会が

掲げているが、伐採計画作成については不十分な状況であるため、それにかかるデータや

システムの整備について、今後助言・指導を深める必要があるといえる。 

 

表 4.4 各協議会が実施する需給マッチングの取組項目 
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（４） 需給マッチングにおける ICT 活⽤の課題 
ICT を活用した国産材の需給マッチングに関する、各協議会への今後の指導・助言につ

いては、下記の課題を踏まえた上で実施する。 

 

 全体 

ICT を活用した需給マッチングを実現するためには、①森林情報の整備、②伐採計画作

成、③リアルタイムのマッチング、の全てが自動で有機的につながる木材 SCM システム

を構築することが理想である。 

一方、システム構築当初から広範囲に生産・流通・加工される全ての材について、上記

要素を備えたシステムの構築を目指すと、運用が上手くいかない可能性も高い。そのため

これらの要素は備えつつ、対象とする地域や材種（アイテム）を絞り込んだ上で木材 SCM

システムを構築し、徐々にその範囲を拡大することが現実的である。 

またそれぞれの要素について、行政と民間の役割分担を明確にしなければならない。具

体的には下表 4.5 に示す役割分担となるが、一義的には、森林資源情報の整備以外は民間

がビジネスベースで運用し、行政はその支援に回ることが望ましい。ただし需給マッチン

グを円滑に行うためには、民間側が木材 SC の主体をどの事業体が担うということも重要

となる。 

 

表 4.5 需給マッチングにおける行政と民間の役割分担 

 
 

 森林資源情報の整備 

中期的な需給マッチングに必要となる森林資源情報の整備主体については、広域は都道

府県・市町村が、伐区単位では林業事業体が担うこととなる。ここにおける課題は、広域

に整備されるデータが、行政主導で整備されるため、林業事業体が必要とするデータ・シ

ステムと乖離しないかということである。 

また情報の整備方法としては、広域は空中写真撮影や航空レーザ計測が、伐区単位では

従来型の現地調査や地上 3D レーザ計測が挙げられるが、それぞれ費用対効果を見据えて

整備方法を選択する必要があるとともに、データの粒度、具体的にはデータの最小単位を

単木にするか、それとも林分単位にするか等を検討しなければならない。 

 

 伐採計画の作成 

短期的な需給マッチングに必要な伐採計画の作成については、端的に表現すると、大手
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の製材工場や合板工場、バイオマス発電所等が実施している「需給調整会議」をシステム

化することである。ただし、関係者が少数であったり、取扱数量が少量であれば、費用対

効果上、ICT 化の必要は薄くなることに留意が必要である。 

また実際に伐採計画を作成するシステムについては、市販の表計算ソフト等で十分であ

るが、作成するために基礎情報としての森林資源情報とそれを活用する GIS が、また作成

された伐採計画を共有化する Web システム等が必要となる。 

さらに計画の実効性を高めるためには、供給側・需要側双方とも PDCA を廻し、精度を

高めることができる運用体制の構築も重要となるが、その一助として、平成 26 年度から平

成 30 年度に掛けて実施された林野庁補助事業「森林クラウドシステム標準化事業」の成果

である「森林クラウドシステム標準仕様」において、計画作成に資する「出材情報データ

ベース」の定義が存在するので、是非とも参考として頂きたい。 

 

 
図 4.6 森林クラウドシステム標準仕様のうち出材情報データベースの概要 

 

 リアルタイムのマッチング 

素材生産現場と素材需要者を連携させるリアルタイムの需給マッチングについては、造

材数量が把握・蓄積・出力可能なハーベスタ（またはプロセッサ）のデータ活用や、木材

検収システムの利活用が各地で検討されているが、最大の留意点は、木材 SCM システム

に必要な数量把握と、最適採材は別個に考える必要があるということである。 

まず数量把握については、原木の検収回数を減らすことが共通のテーマであるが、山土

場直送・中間土場利用・原木市場経由等、物流・商流の違いによってその把握内容が異な

ること、また在庫管理・取引情報・生産性把握等、目的の違いによって、必要な数量把握

レベル（精度レベル）が異なることに、留意が必要である。 

また最適採材は、木材 SC の在庫最適化、森林所有者や林業事業体の収益最大化におい
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て必要な取り組みであるが、需要側が求める材種が単純化されている場合（例：2m・4m

のみ）、その必要性は低くなる。 

また山土場の規模が限られる伐採現場は、採材パターンや椪の種類を増やすと生産性の

低下を招く懸念があるが、造材対象木の細りを把握して２番玉以降の末口を考慮し採材を

行うことは、川上側の収益最大化にとっては有効である。この有効性を高めるためには、

今後造材機械による造材対象木の品等（直曲）判断の自動化が、追加課題として挙げられ

ている。 

最後に、海外の事例を鑑みると、市況ではなく需要に応じた最適採材の有効性が立証さ

れているが、それは素材の需要側が、最終製品需要を見据えた最適な材長を細かく設定し、

それぞれの材種に適正な購入単価を設定することにより実現しており、日本でも同様の、

川上から川中・川下一体となった取り組みが求められる。 
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