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 スマート林業実践対策の取組事例 
 
 
平成 30 年度より、右図の

5 地域協議会でスマート林
業実践対策が進められてい
ます。下表の 4 つのテーマに
沿って、各技術の実証に取
組んでいます。 

本章では、各地域の 3 年
間の全体事業計画及び目
標と 1 年目である今年度の
成果概要を紹介します。 

 
 
 
 
 
 
 

テーマ 林業作業 技術 ⽯川県 ⻑野県 愛知県 ⼭⼝県 ⼈吉市 
森林情報の⾼度化・

共有化 
資源量把握 ドローン森林資源量調査 〇 〇  〇 〇 

全天球写真 〇     

航空レーザ計測データ（既存）  〇   〇 
航空レーザ計測データ（新規）   〇  〇 
地上レーザ    〇 〇 

情報基盤 森林クラウド 〇    〇 
施業集約化の 

効率化・省⼒化 
境界明確化 空中写真⽴体画像境界候補図 〇     

施業集約化 施業提案システム（タブレット） 〇   〇 〇 
計画策定 経済林ゾーニング     〇 

素材⽣産計画・森林管理 GIS  〇    

経営の効率性･ 
採算性向上 

路網整備 路網設計・⽀援ソフト   〇 〇 〇 
素材⽣産 ⽇報管理システム（タブレット）    〇  

林業機械の⼯程管理    〇  

ハーベスタ検知機能 〇   〇 〇 
⽊材検収システム  〇  〇 〇 
林業機械 PC への位置表⽰     〇 

需給ﾏｯﾁﾝｸﾞ円滑化 需給ﾏｯﾁﾝｸﾞ 需給マッチング関連システム 〇 〇 〇 〇 〇 
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 ⽯川県 いしかわスマート林業推進協議会 
 目標・実施概要 

⽯川県では、ICT 等の先端技術を林業に取り⼊れるため、コマツと⽯川県森林組合連合会の 3
社で協定を締結し、これまで森林資源量調査におけるドローンの活⽤や、伐⽊造材時に丸太の材
積等を⾃動計測する IoT ハーベスタの活⽤等の検証を進めてきた。 

今後は、更にこれらの取組を基盤として、以下の実現を目指す。 
・ 森林境界の確定や施業提案の効率化による施業実施に向けた森林所有者の合意形成の

加速化 
・ ⽣産者と需要者が連携した⽊材需給のマッチングと、⽊材流通の効率化による地域材利⽤の

拡⼤ 
 
 

テーマ 実施概要 目標 
施業集約化の 
効率化・省⼒化 

空中写真の⽴体画像から境界候補
図を作成 

境界明確化・施業提案に係る 
コスト 3 割縮減 

（83→61 千円/ha） 
作業期間 2 割縮減 

    （3.0→2.3 ⼈・⽇/ha） 

ドローンによる森林資源量調査を⾏
い、信頼性の⾼い施業提案を実施 

需給マッチングの
円滑化 

IoT ハーベスタによる造材情報と需
要者側の情報を⼀元管理するマッチ
ング⽀援プラットホームの構築 

直送化により流通コストを 4 割縮減 
（1,700→1,000 円/m3） 
 
製材⼯場における原⽊の直送化を
将来的に 2 倍に拡⼤ 
（12,000→26,000m3） 

IoT ハーベスタの情報はコマツクラウド
（建設分野で実⽤のプラットフォーム
LANDLOG）に蓄積。 

 協議会の構成 
⽯川県（森林管理課、農林総合研究センター林業試験場）、輪島市、志賀町、⽩⼭市、⼩

松市、県森林組合連合会、能登森林組合、中能登森林組合、⾦沢森林組合、かが森林組合、
株式会社中野、株式会社桑⽊、株式会社シモアラ 
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 ピックアップ 境界明確化の促進 
３Ｄ画像（⽴体視）技術を活⽤し、近年や過去の空中写真から机上で森林境界の推定を

⾏い、現地⽴会いを省⼒化しながら境界確定をスムーズに進める体制を構築する。 

 
今年度は３地区の３森林組合・林業事業体が実証を⾏った。空中写真から作成した⽴体視

画像データを活⽤して、⽴体視ソフトウェア「もりったい」上で精通者の協⼒のもとで境界候補図を作
成し、森林所有者と机上で境界確認を実施した。現地⽴会は必要となったが、情報の整理が進み、
境界明確化の効率化に効果を確認した。なお、１地区では今回の境界候補図を、所有者の合意
により境界として採⽤することができる⾒込みである。 

境界明確化の経験がある森林組合では、下表のとおり、作業⽇数は約 17％削減、費⽤は
10％削減の効果が確認できた。今後も引き続き、地区数・事業体数を増やしながら現地実証を
進め、ソフトウェア「もりったい」の習熟度を上げながら運⽤体制の確⽴を図る。 

 

作業⽇数削減効果検証（⼩松市） 従来⼿法 本⼿法 
⼈ ⽇ ⼈⽇ ⼈ ⽇ ⼈⽇ 

公図からの素図作成 （共通） 1 6 6 1 6 6 
⽴会い準備、同意書取得 （従来） 1 10 10   

 
0 

現地下⾒ （従来） 2 6 12   
 

0 
現地⽴会い（全員） （従来） 4 2 8   

 
0 

個別⽴会い （従来） 2 15 30   
 

0 
境界候補図作成 （新）   

 
0 2 3.5 7 

住⺠説明会開催準備 （新）   
 

0 1 2 2 
住⺠説明会 （新）   

 
0 2 2 4 

住⺠説明会不参加者対応 （新）   
 

0 2 10 20 
現地下⾒、⽴会い（希望者） （新）     0 2 8 16 
計 

 
  

 
66   

 
55 

ha あたり総⼈⼯       0.7     0.6 
本⼿法の削減率(%) 

      
-16.7 

目標にあげた作業期間 2 割削減に近い効率化を図ることができた。 
 
 コスト削減効果検証（⼩松市） 従来⼿法 本⼿法 

 ha あたり⼈⼯（⼈⽇） 0.7 0.6  
300ha ⼈⼯（⼈⽇） 210 180  

28,000 （円/⼈⽇） 5,880,000 5,040,000  
データ・ハード・ソフト 1 年分（円） 205,980  
合計⾦額（円） 5,880,000 5,245,980  
本⼿法の削減率(%)   -10.8 

目標にあげたコスト 3 割削減には⾄らないものの、⼿法の習熟を⾼めるとともに、住⺠説明会後の対応
の効率化を進めることで目標達成の可能性もあると考えられる。 

 問合せ先 
⽯川県 農林⽔産部森林管理課 TEL: 076-225-1642 
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 ⻑野県 スマート林業タスクフォース NAGANO 
 目標・実施概要 

⻑野県では、これまで信州⼤学や北信州森林組合を中⼼とした産官学のグループにおいて ICT
を使⽤した先進的な技術開発を⾏ってきている。平成 25〜26 年に航空レーザ計測を実施し、⾼
精度地形データが全県で揃っているという状況にある。 

⼀⽅、⼤多数の林業事業体は効率化に有効な ICT 技術の活⽤が低位であり、安定的な⽊材
供給体制の構築が必要である。 

下図の通り、スマート林業の実現により競争⼒の⾼い林業県としての体制整備を図る。 

 
 

テーマ 実施概要 目標（数値） 
経営の効率
性・採算性

向上 

信州⼤学、アジア航測(株)等が簡易版を開
発する「素材⽣産計画・森林管理の GIS シス
テム」導⼊⽀援 

森林調査・計画⽴案の⼯数を
１割程度縮減 
林業事業体の⽊材⽣産量を 
H32 年に 600 千 m3（H28
年 498 千 m3） 

需給マッチン
グの円滑化 

スマートフォンの既存⽊材検収システム(末⼝
の計測、断⾯への記⼊は従来通り)を 12 林
業事業体等に⽀援。 

原⽊供給時の⼿数料を 
     700 円/m3 縮減 
輸送コストの縮減 

⽊材検収システムの⼟場情報を利⽤した需給
マッチングシステムの構築。 

森林情報の
⾼度化・共

有化 

既存航空レーザ計測データの森林資源量解
析を市町村単位で⾏い、⽣産計画に活⽤。 

県内半分の市町村が 2020
年度までに森林資源量解析
を開始する。 
ドローンを⽤いて森林調査費
⽤の 2 割縮減。 

事業体におけるドローン活⽤による森林資源
情報把握。 
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 協議会の構成 
区分 構成員 

⼤ 学 国⽴⼤学法⼈信州⼤学農学部 
市 町 村 川上村、上⽥市、伊那市、飯⽥市、根⽻村、⽊曽町、⽊祖村、⼤滝村、松本

市、塩尻市、安曇野市、⼭形村、朝⽇村、⽣坂村、⿇績村、築北村、⼤町
市、信濃町、中野市、飯⼭市、⽊島平村、⼭ノ内町、栄村 

森 林 林 業
団 体 

南佐久南部森林組合、信州上⼩森林組合、上伊那森林組合、飯伊森林組
合、根⽻村森林組合、⽊曽森林組合、松本広域森林組合、企業組合⼭仕事
創造舎、⻑野森林組合、宮澤⽊材産業株式会社、北信州森林組合、栄村森
林組合、北信⽊材⽣産センター協同組合、⻑野森林資源利⽤事業協同組
合、⻑野県森林組合連合会、⻑野県⽊材協同組合連合会 

県 ⻑野県林務部 
企 業 
(特別会員) 

アジア航測株式会社、株式会社ジツタ、富⼠通エフ・アイ・ピー株式会社、精密
林業計測株式会社 

 ピックアップ 汎⽤ドローンデータでの単⽊管理 
9 地区（計 92ha）についてドローン撮影写真を使⽤した森林情報解析を実施し、下図のとお

り単⽊ごとの樹種、樹⾼、胸⾼直径、位置を求めることができ、費⽤・⼯期の削減効果も算定した。 

費⽤・⼯期削減効果の算定（6.5ha を対象） 
効果 毎⽊調査 ドローン調査・解析 削減 
費⽤ 約 110 万円 

（県設計積算） 
約 70 万円（10ha までの委託費⽤※︓
ドローン撮影、オルソ化、解析） 

約 40 万
円 

調査必要⽇数 32 ⼈・⽇ 6 ⼈・⽇程度 26 ⼈・⽇ 
※ 委託先は、信州⼤学認定ベンチャー企業「精密林業計測株式会社」 
※ ドローン撮影、オルソ化を⾃⼰負担した場合の委託費⽤は約 40 万円。 

 問合せ先 
⻑野県 林務部信州の⽊活⽤課 TEL: 026-235-7267 
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 愛知県 原⽊安定供給に向けた⽊材⽣産・流通協議会 
 目標・実施概要 

県内⼤型製材⼯場への安定供給を図るため、航空レーザ計測による詳細な森林情報を活⽤し、
路網設計の効率化も図りながら、計画的な⽊材⽣産を進め、⽊材の⽣産情報と製材⼯場等の需
要情報を ICT を活⽤してマッチングし、マーケットインによる⽊材サプライチェーンの構築を目指す。 

テーマ 実施概要 目標 
施業集約化の
効率化・省⼒化 

航空レーザ等の⾼精細情報等を利⽤した
施業集約化 

森林経営計画の作成（事業
3 年間で約 4,800ha） 

路網設計ソフトの導⼊による路網構築の
効率化 

路網設計コストの削減
（3,760 千円/年） 

経営の効率性・
採算性向上 

ICT 林業活性化構想骨⼦を基にした具体
的な実⾏計画の作成 

⽊材⽣産コストの削減
（45,000 円/ha） 

ICT 化による現場作業の効率化・省⼒化 
需給マッチングの
円滑化 

⽊材需給情報を共有するシステムの構築 流通コストの 1 割程度削減 
需給情報をやり取りするプラットフォームの⽴
ち上げによる川上・川中のマッチング 

⽊材⽣産量の増加（H32 に
180 千 m3） 

森林情報の⾼
度化・共有化 

航空レーザ計測の実施 需給マッチング、施業集約化
地区の選定、路網整備計画
の策定への活⽤ 

詳細な資源情報および地形情報の活⽤ 

 協議会の構成 
愛知県（林務課、森林保全課、新城設楽農林⽔産事務所林業振興課）、設楽町、東栄

町、豊根村、県森林組合連合会 

 問合せ先 
愛知県 農林⽔産部森林基盤局林務課 TEL: 052-954-6443 
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 ⼭⼝県 やまぐちスマート林業実践対策地域協議会 
 目標・実施概要 

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。また、これまでの「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
どスマート林業の基礎作りの成果を踏まえ更なる森林施業の効率化・省⼒化を図り、需要に応じた
⽊材供給量の拡⼤を目指す。 

テーマ 実施概要 目標 
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。 

【採材計画作成⽀援システム】 
【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 

 協議会の構成 
⼭⼝県（森林企画課、森林整備課、農林総合技術センター林業研究室、農林⽔産事務

所）、⼭⼝市、周南市、萩市、阿武町、⼭⼝中央森林組合、⼭⼝阿東森林組合、周南森林組
合、阿武萩森林組合、県森林組合連合会、⼤林産業株式会社、有限会社吉岡⼟建、有限会
社野原⼯業 
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 ピックアップ 地上レーザ計測の活⽤ 
協議会員の事業地を地上レーザ「OWL」 により   

7 箇所 約 11.2ha 計測した。 
⼈⼒による毎⽊調査と⽐較し、作業効率は 2.7 倍と

なった。 

 
さらに、 (株)アドイン研究所と地上レーザ OWL により取得したデータと連携した採材計画策定

⽀援システムを開発することにより、簡易に収⽀を予測できるシステムを構築した。 
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。 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 問合せ先 
⼭⼝県 農林⽔産部森林企画課 TEL: 083-933-3464 

作業効率(ha 当り換算) 1,200 本/ha の場合 
区分 作業時間(時) 作業効率(%) 

毎⽊調査(⼈⼒) 20.1 100 
地上レーザ(OWL) 7.4 272 

採材計画 
作成⽀援 
システム 
概要 

・ 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直径や     
A 材（直）、B 材（⼩曲）、C 材（曲がり）などを判断。 

・ それぞれの最新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。 

「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。 

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

OWL の単⽊単位の 
「細り」「曲り」 

表現 

計算後の単木ごとの

採材表現 

A(3.0m) 

B(3.0m) 

2cm 括約 22cm 

B(3.0m) 

2cm 括約 20cm 

C(3.0m) 

2cm 括約 18cm 

2cm 括約 14cm 

ソフトでの計算例  （左︓径級・等級ごとの⼀覧  右︓採材シュミレーション毎の計算結果⼀覧） 
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 熊本県 球磨地区中央林業活性化協議会 
 目標・実施概要 

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す。 

 
テーマ 実施概要 目標 

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 

施業集約化範囲の
機械の稼働率を向上 

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 活⽤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 

 協議会の構成 
熊本県（球磨地域振興局）、⼈吉市、錦町、あさぎり町、⼭江村、くま中央森林組合、有限

会社⾜達林業、有限会社⽯松樹苗園、株式会社くまもと製材、株式会社⼈吉素材流通センタ
ー、肥後⽊材株式会社、⿅児島⼤学 
 問合せ先 

熊本県⼈吉市 経済部農林整備課 TEL: 0966-22-2111 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
平成 30 年度スマート林業構築普及展開事業事例集 

平成 31 年 3 月 
林野庁 

 
【作成】共同企業体 
（代表）⼀般社団法⼈ ⽇本森林技術協会 

〒102-0085 東京都千代⽥区六番町 7 番地  
TEL︓03-3261-5281（代表） 

 
住友林業株式会社 

〒100-8270 東京都千代⽥区⼤⼿町⼀丁目 3 番 2 号 
TEL︓03-3214-2220（代表） 

 
【お問合せ】林野庁計画課 
         〒100-8952 東京都千代⽥霞が関１－２－１ 
         TEL: 03-6744-2300 
 

 




