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2.5. 山口県 やまぐちスマート林業実践対策協議会 
やまぐちスマート林業実践対策協議会の取り組みについて、同協議会のスマート林業実

践対策全体事業計画書（平成 30 年 4 月）、平成 30 年度スマート林業構築普及展開事業報

告会発表資料（平成 31 年 2 月）等に基づき報告する。図表は上記計画書、発表資料等か

らの引用である。 

 

2.5.1. 地域協議会の取組概要 
（１） 取組目標 

やまぐちスマート林業実践対策地域協議会は、山口県内で製材工場の設備拡大や新たな

バイオマス発電所が稼働するため、川上側が確実な木材の供給を求められている課題に対

応することとしている。また、これまで山口県で取り組んでいた「需給マッチング円滑化

に向けた原木 SCM クラウドシステム基本設計」や「施業集約化に資するツール開発（森

林資源情報収集・活用支援システム）」などのスマート林業の基礎作りの成果を踏まえ①地

上レーザ・ドローンを活用した森林資源情報の把握、採材支援システムの開発、②施業提

案、計画作成、作業工程・日報管理等をタブレットアプリ等の新たな ICT 導入を行うこと

により森林施業の効率化・省力化を図り、需要に応じた木材供給量の拡大を図ることを目

指している。実施概要及び数値目標は表 2.24 の通りである。 

 

表 2.24 実施概要及び数値目標 

テーマ 実施概要 目標（数値） 

施業集約化

の効率化・省

力化 

地上レーザ計測の高精度な資源情報や地形情

報及び採材計画・路網計画作成支援システム

を用いて、「立木在庫の見える化」を実施。 

・6.4 万 m3 の立木在庫情報の見える化 

・施業集約、路網設計にかかる人件費を

3 割削減 

施業提案手法の確立、路網計画作成支援シス

テムによる施業集約を効率化。 

【採材計画策定支援システム】 

・施業集約により事業地を年間 160ha 確

保 

【路網計画作成支援システム】 

・施業集約により事業地を年間 160ha 確

保 

ドローン計測による写真情報から単木資源デー

タ解析を行い、「立木在庫の見える化」を実施。 

・6.4 万 m3 の立木在庫情報の見える化 

経営効率・採

算性向上 

タブレット等の日報管理システム、現場作業デ

ータの集計・分析を行い、事業地単位での進捗

管理業務を省力化。 

・素材生産性を 50％向上 

日報管理システム、作業工程管理システムによ

り「生産現場の見える化」、「生産コストの適正

化」等を実施。 

・素材生産性を 50％向上 

山土場検収システムやハーベスタの検知機能

システムにより原木在庫の見える化を実施。 

・配送コストを 45％削減 
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（２） 地域協議会の構成 
やまぐちスマート林業実践対策地域協議会は、図 2.17 に示す通り県（行政、研究機関）

と 4 市町村、森林組合連合会、4 森林組合、3 林業事業体により構成されている。H30 年

度は、山口県北部木材センターの集荷範囲の県北部地域を対象としており、H31 年度以降

に、全県へ段階的に展開しつつ、メンバーを拡大する予定である。 

 

 

図 2.17 やまぐちスマート林業実践対策協議会の構成 

 

（３） 取組概要 
 立木在庫の見える化と施業集約（施業集約化の効率化・省力化） 

地上レーザ計測やドローンによる写真計測・レーザ計測を行うことにより、従来の人に

よる調査よりも省力化しながら高精度な資源情報や地形情報を得ることができる。これら

のデータを採材計画・路網計画作成支援システムを用いて解析・収支計算等を行うことに

より「立木在庫の見える化」を実現することを目標としている。 

また採材計画・路網計画作成支援システムを用いることにより、「立木在庫の見える化」

と同時に、事業体が精度の高い収支計画を作成することができる。事業体は、作成した収

支計画を、タブレット等を活用した施業提案システムを用いて森林所有者への施業提案・

施業計画作成支援に活用し、施業集約の効率化を行う。 
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図 2.18 立木在庫の見える化と施業集約化のイメージ 

 

1 地上レーザ、ドローンによる計測 

協議会員の事業地を下記の機器によりそれぞれ計測を行った。 

・地上レーザ「OWL」    7 箇所、約 11.2ha 

・ドローンによる写真計測   1 箇所、約 11 .6ha 

・ドローンによるレーザ計測  1 箇所、約 11.0ha 

計測箇所は、伐採後、計測したデータと出材材積を比較することにより、それぞれ

の計測機器について精度検証を行う。また、OWL については、伐採前の現地調査に

ついても、OWL を用いることにより効率化が実現しているかどうか、農林技術セン

ター林業技術部により検証を行った。 

人力による毎木調査と比較した場合（表 2.25）、OWL の作業効率は 2.7 倍であっ

た。また、立木密度が高いほど作業効率が高くなることも分かった。 

毎木調査の人件費削減効果（表 2.26）は 63％であり、今後施業集約や路網設計に

かかる人件費を検証し、施業前にかかる人件費 30％削減を目指す。 

 

表 2.25 作業効率について人力と地上レーザの比較 

 

 

 

 

表 2.26 人件費削減について人力と地上レーザの比較 

 

 

 

 

区分 人件費(円) 削減費(円) 削減率(％）
毎木調査（人力) 90,000
地上レーザ(OWL) 33,600 56,400 63%

人件費削減効果（ha当たり換算）1,200本／haの場合



33 
 

 

図 2.19 地上レーザ「OWL」での計測実施状況 

 

2 採材計画策定支援ソフト 

今年度は、地上レーザ「OWL」の開発・販売を行っている㈱アドイン研究所と地

上レーザ計測により取得したデータと連携した採材計画作成支援システムを開発する

ことにより、簡易に収支予測を実施できるシステムを構築した。 

当該システムでは、OWL で取得できるそれぞれの高さでの直径、矢高などのデー

タから末口の直径や A 材（直）、B 材（小曲）、C 材（曲がり）などを判断すること

ができる。また、それぞれの最新の市場価格を入力することで立木 1 本 1 本の材積

や販売金額を予測できる。これにより、「立木在庫の見える化」から「立木資産の見

える化」が可能となった。 

今後は、精度検証を行い、システムの改良を進めるとともに、施業集約の効率化を

進めていく。 

 

図 2.20 システムのイメージ 
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表 2.27 ソフトでの計算例 径級・等級ごとの一覧 

 

 

表 2.28 ソフトでの計算例 採材シュミレーション毎の計算結果一覧 

 

 

3 路網設計支援ソフトについて 

今年度は、住友林業株式会社が販売している路網設計支援ソフト「Forest Road 

Designer」を導入した。 

当該システムは、地上レーザ「OWL」で計測した精密な地形データや国土地理

院が発行している 5m の地形データを解析することにより、縦断勾配や幅員など

の設計条件を満たす線形案を自動で作成することができる。作成した線形案をSHP

データや KML データとして出力することもできるため、GPS 等に搭載して現地

踏査を行うことも可能となっている。また、作成した線形案は、路線長や作設に

かかるコストも算出することができる。 

今後は、路網設計支援ソフトで作成した線形案の実証結果等を踏まえて、シス

テムの改良等の要望を検討していく。 

 

図 2.21 路網設計支援ソフトのイメージ 

等級
末口径(cm) 本数 材積 本数 材積 本数 材積

14～15 411 24.17 15 0.88 0 0.00
16～17 261 20.04 177 13.59 8 0.61
18～19 151 14.68 115 11.18 13 1.26
20～21 123 14.76 73 8.76 7 0.84
22～23 85 12.34 55 7.99 3 0.44
24～25 55 9.50 28 4.84 0 0.00
26～27 32 6.49 17 3.45 2 0.41

長さ
直 小曲 曲

3m

材積(m^3) 合計(円) 材積(m^3) 合計(円) 材積(m^3) 合計(円)

直 167.12 2,095,000 171.66 2,148,957 154.77 1,943,685

小曲 112.15 1,274,635 94.99 1,083,590 86.19 997,664

曲 30.96 261,779 25.61 194,257 21.66 157,537

バイオ 67.66 345,067 86.72 442,280 109.36 557,713

全合計 377.89 3,976,481 378.98 3,869,084 371.97 3,656,599

スギ

長さ確定長さ優先価格優先
樹種 等級



35 
 

4 タブレット端末による森林情報の位置確認、施業提案システムの活用、事業単位

での進捗管理 

今年度は、平成27年度に山口県で導入した提案営業支援アプリケーション「SPIRIT 

OF FORESTER」を用いて採材計画策定支援システムや路網設計支援ソフト等によ

り計算した施業にかかる収支を森林所有者へ施業提案することとしている。 

また、山口県で整備しているやまぐち森林資源情報システムもタブレット上で稼働

させることにより、山林現場で閲覧・活用することとしている。 

 

今後は、一連の工程を通じた現地実証を行うことでシステムの改良、それぞれのシステ

ム間のデータ連携（互換性の確保）を進めることで、運用体制の確立を図る。 

 

 生産現場の見える化・原木在庫の見える化による経営効率化（経営の効率性・

採算性の向上） 

日報管理システム・作業工程管理システムを開発・導入することにより、進捗管理の業

務を省力化、それぞれの作業者の工程や現場ごとの人工数を分析することができるように

なることから、「生産現場の見える化」、「生産コストの適正化」等の実施を目指すとしてい

る。 

今年度は、それぞれのシステムについて、来年度に導入または開発を行うためにシステ

ムの選定、システム内容の検討を行った。今後、事業体が活用しやすいよう事業体の特性

に適したシステムを導入し経営効率化を図る。 

 

図 2.22 生産現場の見える化による経営効率化のイメージ 
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2.5.2. 専門知識の提供及び指導・助言 
協議会には表 2.29 の日程で訪問し、表 2.30 に示す指導・助言を行った。 

 

表 2.29 やまぐちスマート林業実践対策協議会訪問日程 

年月日 打合せ概要 参加委員 

2018 年 7 月 25 日 協議会（オブザーバー参加） － 

2018 年 7 月 25 日 初回ヒアリング － 

2018 年 12 月 12 日 事務局との意見交換会 高橋委員 

2018 年 12 月 13 日 山口県森連に向けて高橋委員より講演 高橋委員 

2019 年 02 月 19 日 打ち合わせ － 

 

表 2.30 やまぐちスマート林業実践対策地域協議会への主な指導・助言のポイント 

テーマ 指導・助言のポイント 

全体を通して ・ 様々なシステムを導入しているため、事業体が使用しやすいように

データの互換性を意識することが重要である。 

施業集約化の

効率化・省力化 

・ 地上レーザ「OWL」は、全県展開するためには、プランナーの人件

費等の削減と導入コストの費用対効果を検証することが必要。 

・ 採材計画策定支援システムについて、現場で採材しやすいようなシ

ステムになると良いのではないか。 

経営効率・採算

性向上 

・ 日報管理システムについて、クラウドで共有できるということを利

用して新たな価値観を見出すことが大事なのではないか。 

 

山口県では、本事業にて、地上レーザ「OWL」、採材計画策定支援システム、路網設計

支援ソフトなど様々な会社のシステムを開発、導入する計画がある。事業体が使いやすい

システムにするには、それぞれのシステムで使用するデータの互換性の確保が必要である。

今年度の実施目標であった「立木在庫の見える化と施業集約化」については、それぞれで

取得したデータが施業提案システムまで活用できることが実証された。 

地上レーザ「OWL」については、精密なデータが取得できるが、通常の人による調査に

比べて時間を要する可能性がある。また、機器導入コストも勘案しなければならない。山

口県全体に普及させるためには、プランナーの施業提案を行うコストの削減や立木購入価

格の上昇などの費用対効果を検証する必要がある。 

採材計画策定支援システムは、材長優先や販売金額優先など複数のパターンで計算でき

るようになっており、事業体の意向に沿った形で採材をシミレーションできる。 

日報管理システムについて、施業管理や現場での人工数をクラウドで複数の人間が閲覧

できるということが大きな導入メリットである。また、従業員の給料計算等に使えるシス

テムになると、事業体が有効活用できる可能性が高まる。単なる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
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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）、という PDCA サイクルま

でを含めた実証が必要である。 
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2.6. 熊本県 球磨地区中央林業活性化協議会 
球磨地区中央林業活性化協議会の取り組みについて、同協議会のスマート林業実践対策

全体事業計画書（平成 30 年 4 月）、平成 30 年度スマート林業構築普及展開事業報告会発

表資料（平成 31 年 2 月）等に基づき報告する。図表は上記計画書、発表資料等からの引用

である。 

 

2.6.1. 地域協議会の取組概要 
（１） 取組目標 

球磨地区中央林業活性化協議会が事業を行う地域（人吉市、錦町、あさぎり町、山江村）

では、担い手の減少や高齢化、木材価格の低迷等による林業経営意欲の減退当により、保

育・間伐等の適正な施業及び管理が行われていない森林や、伐採後に植栽が行われない森

林の増加が懸念される状況にある。 

球磨地区中央林業活性化協議会では、高精度森林情報をクラウドで整備し、様々なシス

テムと連携し施業集約計画の効率化、現場進捗管理、需給のマッチングの効率化等を図る

ことで、生産・流通段階の作業の効率化を目指している。 

 

 

図 2.23 球磨地区中央林業活性化協議会の全体図 
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表 2.31 球磨地区中央林業活性化協議会の実施概要及び数値目標 

テーマ 実施概要 目標（数値） 

施業集約化の効

率化・省力化 

航空レーザ解析結果を利用したゾーニ

ングにより経済林を施業集約化検討地

区として抽出 

施業集約化範囲を対象に機械

の稼働率を向上させる 

経営の効率性・

採算性向上 

タブレット端末利用による作業工程記

録の見える化 

現地作業の効率化による人件

費削減（40%） 

丸太写真検知アプリによる素材流通情

報の取得 

StanForD を活用した素材情報による配

送手配への活用 

地上レーザ計測による施業管理 

需給マッチング

の円滑化 

単木情報を用いた素材生産見積もり計

算機能を活用したマーケットイン型の

素材生産の検討 

人吉球磨ヒノキの需要拡大 

木材 SCM の確立による 1,000

～2,000 円/m3のコストダウン 

森林情報の高度

化・共有化 

航空レーザ計測の実施（未取得エリア） 
1,000～2,000 円/m3のコスト

ダウン 
ドローン・地上レーザ等の森林クラウ

ドへの登載 

 

（２） 地域協議会の構成 
球磨地区中央林業活性化協議会は、表 2.32 に示す通り、県、市町村、民間の事業体等、

大学の 12 者により構成されている。また、オブザーバーとして、熊本南部森林管理署（国

有林）が参加している。 

 

表 2.32 球磨地区中央林業活性化協議会の構成 

区分 所属 職名 

県 熊本県南広域本部 球磨地域振興局 農林部長 

市町村 

人吉市 市長 

錦町 町長 

あさぎり町 町長 

山江村 村長 

林業事業体・

原木市場・製

材工場等 

くま中央森林組合 代表理事組合長 

有限会社足達林業 代表取締役 

有限会社石松樹苗園 代表取締役社長 

株式会社くまもと製材 総括部長 

株式会社人吉素材流通センター 専務取締役 

肥後木材株式会社 人吉支店長 

大学 鹿児島大学 農学部農林環境科学科 教授 
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（３） 取組概要 
球磨地区中央林業活性化協議会では、平成 30 年度においては、特に、施業集約化の効率

化・省力化、丸太写真検知アプリによる実証、タブレット端末の活用、航空レーザ計測の

実施・データの活用についての検討を進めている。 

 

 施業集約化の効率化・省力化 

集約化 110ha（全体計画）のうち、レーザ解析が終了した人吉市分 20ha について、解

析結果を基にした事業先行計画を立て、ゾーニングを実施し、集約化候補区域（10ha）を

選定している。また、候補区域に対して意向調査を行い、間伐事業を実施している。（計画：

2 団 20ha、実施：1 団地 14.63ha） 

間伐前の航空レーザ解析結果と間伐後のドローン写真解析結果の比較により間伐率を求

めたところ、実際の間伐率（30%）に対し、31.0%という結果を算出できた。 

 

 

  

間伐前本数 

（航空レーザ） 

間伐後本数 

（ドローン写真） 間伐率 

立木本数（本） 立木本数（本） 

スギ 240 190 20.8% 

ヒノキ 1551 1,045 32.6% 

計 1,791 1,235 31.0% 

図 2.24 間伐区域と間伐率 
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 経営の効率性・採算性向上 

タブレット・スマートフォンに丸太写真検知アプリ「iFOVEA」（アジア航測株式会社）

を実装し、錦町の実際の土場において試用している。 

また、航空レーザ解析結果等を搭載したタブレット 8 台を各事業体等に配布し、航空レ

ーザ解析結果等を現場確認しながら作業を行っている。使用ソフトは「Forest Track」（アジ

ア航測株式会社）である。 

 

 

図 2.25 丸太写真検知アプリ「iFOVEA」 

 

  

図 2.26 「Forest Track」でのレーザ解析結果の表示 
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 森林情報の高度化・共有化 

計測済みの航空レーザデータを利用し、解析データ活用のための研修を 2 回実施してい

る。 

 

図 2.27 研修の様子 

 

2.6.2. 専門知識の提供及び指導・助言 
協議会には表 2.33 の日程で訪問し、表 2.34 に示す指導・助言を行った。 

 

表 2.33 球磨地区中央林業活性化協議会訪問日程 

年月日 打合せ概要 参加委員 

2018 年 7 月 31 日 初回ヒアリング － 

2018 年 12 月 14 日 第 2 回ヒアリング／現地視察 露木委員 

2019 年 3 月 14 日 打合せ － 

 

表 2.34 球磨地区中央林業活性化協議会への主な指導・助言のポイント 

テーマ 指導・助言のポイント 

全体を通して ・ 事業年度ごとの実証について定量的な評価が必要なため、実証を計

画する際に評価方法をよく検討するように。 

��� 化の方向

性ついて 
・ AI や IoT 機器の導入のためには、元となるビッグデータが必要とな

る。今の内に、選木や伐倒技術をデータ化する取り組みを行った方

が良いだろう。 

データの利用

方法について 
・ 林業事業体が施業（間伐）を行う際には、現場で粗密度等を判断し

ている。航空レーザでは、森林簿では分からない小班内の粗密度等

のばらつきが把握できるため、森林クラウド等で共有することで施

業前に机上検討できるようになるだろう。 

・ 地上レーザの単木の位置情報等は、将来、自動運転の IoT 機械が入

る際には重要となるだろう。 
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 取組成果の普及展開 
 

3.1. 実施概要 
取組成果の普及展開のため、他分野も含めた ICT 先端技術の活用事例、林業における

ICT 活用の全国及び海外の先進事例を調査し、別途事例集を作成するとともに、説明会を

開催した。 

 

3.2. ICT 等の先端技術の活⽤可能性調査 
3.2.1. 調査⽅法 

将来的に林業分野に活用することを視野に、他の分野における ICT 等の先端技術の活用

事例を文献調査もしくは現地調査により調査した。それぞれの技術について、技術開発段

階、実証段階、実用段階の別を示すとともに、林業への活用可能性を示した。 

対象とした分野と選定理由については表 3.1 の通りである。 

 

表 3.1 調査対象分野と選定理由 

分野 選定理由 

農業 林業の苗木生産に近い環境であり、参考となる。 

建築土木 林業における路網作設などの土工、伐採時に使用する

重機等に共通点があり、参考となる。 

流通分野 林業におけるトラック配送の参考となる。 

情報通信 通信基盤が整備されていない森林域でも利用可能な通

信技術として参考となる。 

 

3.2.2. 農業分野 
（１） トラクター等の農業機械の⾃動⾛⾏(実⽤段階) 

 技術概要 

 

表 3.2 トラクター等の農業機械の自動走行概要 

技術概要 耕うん整地を無人機で、施肥播種を有人機で行う有人－無人協調作業を実

施 

実施主体 北海道大学、ヤンマー等�北海道岩見沢市� 

参考文献、

出典等 

株式会社クボタ ���������������������������� 

スマート農業の実現に向けた取り組みについて��未来投資会議�構造改革徹

底推進会合�農林水産省提出資料 

問合せ先等 株式会社クボタ ���������������������������� 
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 当該分野における活用効果等 

1 人で複数台(最大 5 台)のトラクターを操作可能(マルチロボット)であり、オペレー

ターの人件費を削減可能である。限られた作付期間の中で一人あたりの作業可能な面

積が拡大し、大規模化が可能である。株式会社クボタより国内で初の無人自動運転ト

ラクター(アグリロボトラクタ SL60A)が販売されている。 

 

 林業分野での利活用の可能性 

運搬車両の自動走行は、作業人工を減らすことが可能であるため林業分野でも望まれ

る技術である。フォワーダの遠隔操作並びに自動走行機能の実証試験が行われており1、

快適性及び安全性について高い評価が得られた。 

一方、SL60A に使用されている方式と同様の RTK(Real Time Kinematic)測位を行っ

ているにもかかわらず、林内であるため、自動走行に必要な GNSS 計測精度を確保する

ことが難しいことが明らかになっている。フォワーダを走行させる作業道は、斜面上の

等高線に添わせて作ることが多く、一度の操作ミスで転落し大事故を引き起こすことか

ら、路線を外れずに確実に自動走行させる技術の開発が望まれる。 

有人－無人協調作業(随伴型)のシステムについては、フォワーダにおいて、まだ実証

試験等が行われていないが、1 サイクルで土場に運搬可能な材が増えることで、生産性

が増加する可能性がある。前述の遠隔操作かつ自動走行システムと比較して、見える

範囲に自動走行機があることから転落に対する安全性は増すと考えられ、実用化が期

待される。 

 

（２） 精密農業による多収量・⾼品質な農作物生産(実⽤段階) 
 技術概要 

 

表 3.3 精密農業による多収量・高品質な農作物生産概要 

技術概要 農地の気候や土壌、農作物の状態をきめ細かく観察・管理することで生産

性と品質の向上をはかる農業管理手法 
実施主体 株式会社 �����、株式会社セラク等をはじめ多数 
参考文献、

出典等 
株式会社 ��������������������������������������������� 

問合せ先等 株式会社 ��������������������������������������������� 

精密農業を実現するサービスは、各社により異なるが、ここでは、株式会社 OPTiM

が行っているサービスについて概説する。株式会社 OPTiM は、AI・IoT のソリューシ

ョンを複合的に提案することで、精密農業を実現している(表 3.4)。 

 

 

 

                                                   
1 毛綱ら(2016) 遠隔操作機能と自動走行機能によるフォワーダの操作支援技術の開発 
 森林総合研究所研究報告 Vol.15, No.4 (No.440) 91 - 102 




