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I．はじめに 

1. 背景、目的 

我が国は、低コストで効率的な林業経営を通じて森林を整備していくため、高性能林業機械の開

発を始めとする林業技術の開発に取り組み、生産性の向上、省力化、労働強度の軽減、労働安全

性の軽減を図ってきた。 

一方、今後、人口減少社会を迎える中で、特に厳しい人口減少に直面する山村においては、豊富

に存在する森林資源を伐採、再造林により積極的に活用する林業を、地域の中核的な産業かつ地

域経済の牽引役として、地域に雇用と所得を生み出す成長産業にしていくことが、喫緊の課題と

なっている。 

本事業では、このような状況を踏まえ、我が国が厳しい人口減少下においても一定の木材生産を

継続しながら山村が維持されるための核となる次世代の林業のイメージを見据えつつ、その実現

に向けた技術開発の方向と、異分野も含めた産学官が融合・協力して取り組むべき技術的課題の

把握について調査を行う。 

 

2. 事業実施内容 

本事業の実施内容は以下の通りである。 

 

（1）事例調査およびヒアリング 

以下の課題について、これまで導入された高性能林業機械等に関する事例調査および専門知識を

有する外部有識者へのヒアリングを行う。 

 

① 先進的林業機械緊急実証・普及事業等によってこれまで導入された高性能林業機械等に関する

総合的な検証・評価 

② 育林から木材製品の生産までを含めた我が国林業にブレークスルーをもたらす技術開発シー

ズやニーズの把握。 

③ 林業労働の危険性や体力的な厳しい負荷を踏まえ、人口の減少、高齢化に対応した要素技術や

異分野の技術情報の把握。 

 

（2）調査結果の整理、報告書作成 

上記の調査結果を集約しつつ、次世代林業の具体的イメージの実現に向けた川上から川下までを

通じた技術革新の方向を踏まえ、地域において最適と考えられる作業システムを導入していくに

当たっての課題を整理、報告書を作成する。 
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II．高性能林業機械開発・導入事例の調査 

 

 過去の林野庁補助事業において高性能林業機械の開発・導入に取り組んだ事業体およびメーカ

ーを対象に、導入後の状況や機械導入の成果と課題について調査を行った。調査の対象としては、

近年の２つの補助事業とした。以下に調査結果を示す。 

 

1. 調査対象とする高性能林業機械導入事業の概要 

(1) 先進林業機械の導入・改良事業 

「先進林業機械の導入・改良事業」は平成 21 年度林野庁補助事業である。本事業では、全国で

11の事業体が、生産性や効率性の飛躍的な向上を可能にする先進的な作業システムの構築を目指

し、国内外から最新の性能・構造を有する先進林業機械の導入・改良等に取り組んだ。 

本事業の概要を図表 1に、取組事業体とその取組概要および主な導入機械を図表 2に示す。 

 

図表 1：先進林業機械の導入・改良事業の概要1 

 

  

                                                   
1 「先進林業機械による日本林業のブレークスルー」（株式会社自然産業研究所、平成 23 年発行）より引用 
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図表 2：事業体と取組概要および主な導入機械 

 事業体名 取組みの概要および主な導入機械 

1 
大澤木材株式会社 

（北海道釧路市） 
高速 8輪フォワーダによる集材工程の効率化 

2 
佐藤木材工業株式会社 

（北海道紋別市） 
林業専用大型ハーベスタによる生産性の飛躍的向上 

3 
鶴居村森林組合 

（北海道鶴居村） 

林業専用トラクタによるヨーロッパ型作業システム全体

の実践 

4 
有限会社藤原造林 

（山梨県甲斐市） 
小型ハーベスタによる造材工程の効率化 

5 
長野森林組合 

（長野県長野市） 

小型ハーベスタ・フォワーダによる林内走行システムの構

築 

6 
静岡県森林組合連合系 

（静岡県静岡市） 

林業専用トラクタと高性能搬器による事業トータルコス

トの削減 

7 
日吉町森林組合 

（京都府南丹市） 

林業専用ハーベスタ・フォワーダによるシステム全体の効

率化 

8 
有限会社向井林業 

（岡山県真庭市） 

ハーベスタ・バケットハイブリッド機 による作業道開設

の効率化 

9 

広島県西部森林組合事業

推進協議会 

（広島県安芸太田町） 

林業専用トラクタと高性能搬器による多様な条件下での

システム構築 

10 

香美森林組合・ 

物部森林組合 

（高知県香美市） 

急傾斜地の木材搬出に革新をもたらす高性能架線集材機

の導入 

11 

宮崎県森林・林業再生プラ

ン推進協議会 

（宮崎県宮崎市） 

ホイール式多機能ベースマシンによるシステム全体の効

率化 
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(2) 先進的林業機械緊急実証・普及事業  

「先進的林業機械緊急実証・普及事業」は平成 24年度林野庁補助事業である。本事業では、全国

で 21の事業体が、日本の作業環境に合致した林業機械の開発・普及や林業の生産性向上、魅力向

上を目的として、地域の作業環境に適合した作業システムの構築を目指し新たに開発・改良され

た先進的な林業機械の導入等に取り組んだ。 

本事業の概要を図表 3に、取組事業体とその取組概要および主な導入機械を図表 4に示す。 

 

図表 3：先進林業機械の導入・改良事業の概要2 

 

  

                                                   
2 「取組み概要 資料集」（株式会社自然産業研究所、平成 26 年発行）より引用 
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図表 4：事業体と取組概要および主な導入機械 

 事業体名 取組みの概要および主な導入機械 

1 
下川町森林組合 

（北海道下川町） 

多機能フォワーダによる集材作業の効率化と、カメラ・マ

ーキング機能付きハーベスタによる選別作業の効率化 

2 
株式会社門脇木材 

（秋田県仙北市） 

木質バイオマス利用促進に向けた林地残材の効率的な収

集・チップ化のためのクローラ自走式木材破砕機の導入 

3 

株式会社ミツヤマ 

グリーンプロジェクト 

（福島県白河市） 

集材効率の向上と施業可能な林地拡大のためのマルチス

キッダ（クレーン・クラムバンク・ウィンチ付集材機）の

導入 

4 
美和木材協同組合 

（茨城県常陸大宮市） 

集材工程の作業効率・生産性の向上に向けたロングリーチ

グラップルの導入 

5 
有限会社藤原造林 

（山梨県甲斐市） 

トラクタ動力式集材機とローダークレーン付林業用トレ

ーラによる機動的な架線集材システムの開発  

6 
木曽森林組合 

（長野県木曽町） 

スタビライザ装置を装着したフェラーバンチャ付きグラ

ップル収納型バケットの導入による傾斜地での作業道開

設の効率化 

7 
株式会社カネキ木材 

（岐阜県関市） 

牽引式タワーヤーダと自走式搬器を導入した間伐木集材

システムの構築  

8 

株式会社中部フォレスト 

マネジメント 

（岐阜県高山市） 

架線集材システムの高効率化に向けたクローラ式タワー

ヤーダの導入 

9 
新城森林組合 

（愛知県新城市） 

主索ウィンチ付きスイングヤーダの導入による索張り距

離の延長と集材作業の効率化 

10 
前田商行株式会社 

（三重県紀宝町） 

トラック搭載式タワーヤーダと高性能搬器の導入による

長スパン・上げ荷集材の効率化  

11 
山長林業株式会社 

（和歌山県田辺市） 

安全性向上・省力化・容易な操作を目指した油圧式集材機

の導入  
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 事業体名 取組みの概要および主な導入機械 

12 
石央森林組合 

（島根県浜田市） 

クローラ式タワーヤーダと牽引式木材破砕機の導入による

全木集材・利用システムの開発  

13 
山口県東部森林組合 

（山口県岩国市） 

森林バイオマス利活用のためのラジオ無線リモコン付きバ

イオマス対応型フォワーダの導入 

14 
南予森林組合 

（愛媛県鬼北町） 

重心補正機能・小旋回操舵（4WS）機能を備えたトラクタ牽

引式木材運搬車の搬入による搬出作業の効率化 

15 
有限会社川井木材 

（高知県本山町） 

牽引式タワーヤーダと自走式搬器の導入による効率的で安

全な中距離集材システムの構築  

16 
株式会社とされいほく 

（高知県大豊町） 

5t 級 3 軸四胴集材機と無線空中吊上機の改良による H 型架

線集材システムの効率化  

17 
株式会社泉林業 

（熊本県人吉市） 

クローラ式タワーヤーダとローディンググラップルの導入

による架線集材システムの開発  

18 

公益財団法人 

森林ネットおおいた 

（大分県大分市） 

トラック搭載式タワーヤーダ及び高性能搬器を導入した架

線系集材システムの開発  

19 
耳川広域森林組合 

（宮崎県日向市） 

牽引式タワーヤーダと高性能搬器の導入による間伐での集

材範囲の拡大  

20 
曽於市森林組合 

（鹿児島県曽於市） 

ロングリーチグラップル付きスイングヤーダによる集材・再

造林の一貫作業システムの構築 

21 
有限会社橋元林業 

（鹿児島県湧水町） 

クラムバンク・ハーベスタ付き多機能 8輪駆動林内作業車に

よる伐倒・造材・集材の効率化 
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2. 導入事業体に対する調査 

・上記 2事業の導入事業体を対象として、導入による成果や課題、今後の林業機械化推進に向け

た意見等を把握することを目的として、アンケート調査を行った。調査の概要は以下の通りであ

る（図表 5）。 

・アンケートに回答のあった事業体に対して、電話インタビューにより追加的な把握を行った。 

・次頁より結果を順に示す。 

 

図表 5：アンケート調査の方法（導入事業体） 

 

■調査名 

導入機械の運用状況に関するアンケート調査 

 

■対象 

平成 21 年度林野庁補助事業「先進林業機械の導入・改良事業」および平成 24 年度補正林野

庁補助事業「先進的林業機械緊急実証・普及事業」において、先進林業機械・先進的林業機

械を導入された事業体 

【平成 21年度】11事業体 

【平成 24年度】21事業体 

 

■実施時期 

平成 25年 12月 19日～12月 25日 

 

■調査票の配布・回収 

E-ｍailにより、調査票を配付・回収 

 

■調査票の回収結果 

【平成 21年度】10事業体（回収率：90.9％） 

【平成 24年度】18事業体（回収率：85.7％） 

※なお両事業に重複する 1事業体は平成 21年度結果として集計を行った 

 

■主な調査内容 

・機械導入の成果 

・機械導入の課題 

・今後の利用意向 
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(1) アンケート調査 

■導入により達成されたと感じる事項（MA）3 

・H21事業体4では「生産性の向上」（90.0％）が最も多く、次いで「労働安全性の向上」（70.0％）

「林業の魅力の向上」（70.0％）の順となった。 

 

図表 6：【H21事業体】導入により達成されたと感じる事項（n=10） 

 
 

・「その他」としては、以下のような回答があった。 

・作業道開設速度向上。 

・自走できるから台車代がいらない。 

 

  

                                                   
3 MA は複数回答、SA は単一回答、FA は自由回答の略記を意味する。 
4 以降、平成 21 年度事業取組事業体を「H21 事業体」、平成 24 年度事業取組事業体を「H24 事業体」と略記する。 
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・H24事業体では「労働安全性の向上」（72.2％）が最も多く、次いで「生産性の向上」（66.7％）

の順となった。 

 

図表 7：【H24事業体】導入により達成されたと感じる事項（n=18） 
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■導入における課題［導入直後］（MA） 

・H21事業体では「維持管理・メンテナンス費用」（40.0％）が最も多く、次いで「保守点検サー

ビス体制」（30.0％）「オペレーターの養成」（30.0％）の順となった。 

 

図表 8：【H21事業体】導入における課題［導入直後］（n=10） 

 
 

 

・H24事業体では「オペレーターの養成」（44.4％）が最も多く、ついで「故障時の対応（代替機

がない等）」（33.3％）「まとまった事業量（地）の確保」（33.3％）「事業地と導入した機械の適合

性（33.3％）の順となった。 

 

図表 9：【H24事業体】導入における課題［導入直後］（n=18） 

 
・「その他」としては、以下のような回答があった。 

・機械性能の実証。 

  

10.0 

40.0 

20.0 

30.0 

30.0 

20.0 

20.0 

10.0 

10.0 

0.0 

0.0 20.0 40.0 60.0

機械導入に伴って生じた関連費用

維持管理・メンテナンス費用

故障時の対応（代替機がない等）

保守点検サービス体制

オペレーターの養成

まとまった事業量（地）の確保

路網開設

事業地と導入した機械の適合性

規制や法律への対応

その他

%

0.0 

27.8 

33.3 

16.7 

44.4 

33.3 

16.7 

33.3 

5.6 

11.1 

0.0 20.0 40.0 60.0

機械導入に伴って生じた関連費用

維持管理・メンテナンス費用

故障時の対応（代替機がない等）

保守点検サービス体制

オペレーターの養成

まとまった事業量（地）の確保

路網開設

事業地と導入した機械の適合性

規制や法律への対応

その他

%



 

 
11 

■導入における課題［現在］（MA） 

・H21事業体では「維持管理・メンテナンス費用」（60.0％）が最も多く、次いで「故障時の対応

（代替機がない等）」（50.0％）「路網開設」（50.0％）の順となった。 

 

図表 10：【H21事業体】導入における課題［現在］（n=10） 

 
 

 

・H24事業体では「事業地と導入した機械の適合性」（55.6％）が最も多く、次いで「まとまった

事業量（地）の確保」（50.0％）の順となった。 

 

図表 11：【H24事業体】導入における課題［現在］（n=18） 

 
・「その他」としては、以下のような回答があった。 

・繊維ロープの耐久性 

・運搬。道路と維持費。 
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■現在使用している導入機械が故障・摩耗した時の同じ機械の導入（更新）について（SA） 

・H21事業体では「同じ機械を導入（更新）したい」（40.0％）が最も多く、次いで「条件があえ

ば、同じ機械を導入（更新）したい」（30.0％）「導入（更新）したくない」（30.0％）の順となっ

た。 

 

図表 12：【H21事業体】現在使用している導入機械が 

故障・摩耗した時の同じ機械の導入（更新）について（n=10） 

 
 

・H24事業体では「条件があえば、同じ機械を導入（更新）したい」（44.4％）が最も多く、次い

で「同じ機械を導入（更新）したい」（38.9％）の順となった。 

 

図表 13：【H24事業体】現在使用している導入機械が 

故障・摩耗した時の同じ機械の導入（更新）について（n=18） 
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■「条件があえば同じ機械を導入」と回答した事業体の意見について（SA） 

・H21 事業体では、よくあてはまるは「後継機種のスペック、操作性」（66.7％）、まったくあて

はまらないは「リースであれば導入」（33.3％）「中古機であれば導入」（33.3％）が最も多かった。 

・よくあてはまるとややあてはまるを合わせると「導入（更新）費用が負担できるかどうか」（100％）

が最も多かった。 

 

図表 14：【H21事業体】「条件があえば導入」と回答した方の意見について（n=3） 
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・H24事業体では、よくあてはまるは「導入（更新）費用が負担できるかどうか」（62.5％）が最

も多く、ややあてはまるを合わせると 87.5％となった。まったくあてはまらないは「リースであ

れば導入」（50.0％）「中古機であれば導入」（50.0％）が最も多く、あまりあてはまらないと合わ

せると「リースであれば導入」（75.0％）が最も多く、次いで「オペレーターの育成・確保ができ

るかどうか」（62.5％）の順となった。 

 

図表 15：【H24事業体】「条件があえば導入」と回答した方の意見について（n=8） 

 

 

 

■「導入したくない」と回答した事業体の理由について 

・H21事業体では、以下のような理由があった。 

・導入した機械が嫌とかではなく、一体型でなくても十分であり、組み合わせが重要。 

・トラクタの重量があり、トラック道でしか使用できない。トラクタに付いているハ―ベスタ

は 360度旋回出来ない（バックホウに付いている場合 360度旋回でき作業範囲が広い）。 

・導入費用が高い。補助事業を利用したいが、見積が 1 社しか取れないので、適正価格かの判

断が出来ない。路網開設計画が、3ｍ以下が多くて、機械に対応しきれていない。機械の使用場

所の確保が難しい。 

 

・H24事業体では、以下のような理由があった。 

・同一の物では無く、更なる追加スペックを要したものを導入したい（牽引式→自走式）。 
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■「今後、特に技術開発が必要と思われる森林や林業の課題に対する意見」、「今後の林業機械の

技術開発における、国や機械メーカーへの期待」について（FA） 

 

・林業事業体の機械開発ニーズおよび国や機械メーカーに対する期待・要望について、主な回答

を以下に示す。 

  

①【H21事業体】今後、特に技術開発が必要と思われる森林や林業の課題に対する意見（抜粋） 

・生産性向上、木の成長に伴い大径材が増えてくる。国産タワー、機械大型化必要。 

・近年、大雨が多いため、幅員が広く雨に強い道を作設する作業道の開設技術。 

・我が国の森林の将来ビジョン・人材育成・林業専用機の開発・森林管理技術の向上・路網開

設技術の向上・事業体のやる気向上など多々。 

・今回、先進林業機械を導入したことにより、現場の労働安全衛生の品質が飛躍的に向上した。

特にハーベスタによる伐倒領域が増えれば増えるほど、作業者を危険なかかり木処理や落下物

等のリスクから守ることができる。労働災害の撲滅こそが、林業が日本の成長 産業として今後

さらに発展していくための条件であると考えられるので、さらに安全率の高い無人化した機械

や、急傾斜地でも稼働可能な機械、広葉樹を伐倒・枝払い・造材できる機械等をより積極的に

考え取り組んでいくことが大切と考える。 

・道づくりが課題。森林作業道 2.5ｍや林業専用道 3.5ｍなどの規定がナンセンスである。 簡

易で使いやすく、丈夫な道を低コストで作ることが重要だと思う。基本は 4ｍ。 

・①人材育成（伐倒（手切り）から始まって搬出に至るまでの基本的技術の教育、オペレータ

教育）②路網整備 

・架線の索張り技術の伝承と向上は必要不可欠。また集材機の開発に関しては、発展的な改良

は必要だと思うが、今以上に複雑にしてしまうと集材機本来の機能を低下させかねないと考え

ている。 

・車両系に関しては、クローラ式からホイールタイプに変更する必要が大いにあるのではと考

えている。最も重要なのは、機械の開発を急ぐのではなく、必要な分だけ簡単に収穫すること

ができる森林経営を行える場所を設定し、そこで使える機械を森林経営する者が考えるべきで

ある。 

・奥山で収入間伐・皆伐等トラック道を増やさないと、先進林業機械の作業出来る現場の確保

が少ない（トラクタ付ハーベスタの場合）。 

・当地域は緩斜面の林相が多く、CLT システムを導入しながら生産を実行している。特に林内

へ機械が進入して伐倒・造材ができるシステムが確立してからは、重大災害の減少に大きく寄

与していると考える。今後の取組としては「no Foot on the forest」の実践のために、ドイツ・

オーストリアで導入されているトラクション ビンデ（steep slopes harvesting）システムの

導入を考えている。従来はホイールタイプのコンプリートマシンに装着されているものは存在

していたが、アタッチメント装着によりエクスカベータにも取付可能となっている。国内メー

カーに開発を依頼しているが、今年中にはプロトタイプでトライする予定である。 
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②【H24事業体】今後、特に技術開発が必要と思われる森林や林業の課題に対する意見（抜粋） 

・国産の架線集材機開発が必要。 

・林業は、作業現場が山林という条件の悪い場所であり、山林経営も厳しいため、技術開発（機

械化）や普及は厳しい状況下であるように思われる。 

・すでに全国的に提唱されていることであるが、路網と架線系の組み合わせと運材方法。 

・今後、林業の現場が常に抱える危険性に対し、災害のリスクを確実に回避できる様な新しい技

術の継続的、持続的な開発へ向けた取組みが必要と思われる。特に、林業機械開発の分野におい

ては、従来、人力による作業に頼ってきた工程を機械化することで作業効率の向上が優先されて

きた傾向にあり、開発された林業機械を使用する上での安全性についての十分な実証、検証は途

上の段階であり、様々な作業条件下に潜むリスクを低減し、より安全性の高い林業を実現化して

いくことが課題である。 

・これまで、ある作業工程に特化した専用機械の開発は急速に進歩してきているところではある

が、専用機械からより作業の多様性に富んだ汎用機械の開発、あるいは開発された機械の組合せ

による高効率作業システムへの展開等、総合的な技術開発へ向けた取組みが期待される段階にな

ってきていると感じる。 

・タワーヤーダの牽引移動が安全にできるよう、4tトラックが通行可能な林内の道づくりが必要。 

・今後見込まれる傾斜が強い林地での出材を、環境への負荷が少なくかつ低コストで行えるよう、

皆伐 (又は帯状皆伐)施業への理解と普及。 

・作業路開設困難地域での木材搬出コスト低減、新たな架線系林業機械の開発と技術者の育成。 

・今後、国内の人工林はほとんどが大径材となる。林業の現場において、現状の林業機械では対

応できなくなることが予想されるので、大径材の枝払い・玉切りが可能な林業機械が必要だと思

われる（特にヒノキの枝払いが大変）。但し、施業路等の幅員が狭いので、機械の大型化は避け

たい。また、架線による搬出についても、ウッドライナー等は高額なことと、日本の現場にはな

かなか対応できるところが無いなどから、安価で、日本の現場でも使いやすい機械を開発してほ

しいと思う。   

・道路交通法関係の規制緩和、ナンバーを取った際の免税軽油の問題。 

・現在の森林作業道規格の作業道でのタワーヤーダはとても利用しがたい。タワーヤーダで集材

しそのままトラック運搬が可能となる作業道を開設できるような施策をお願いしたい。 
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③【H21事業体】国への期待（抜粋） 

・欧州タワーヤーダと同等のパワー、機能、スペックを持つ機械の開発。 

・林業先進地の林業機械を研究し、日本にあった林業機械開発支援としてほしい。 

・国としては現在架線系に傾注しているところであるが、車両系の新システムについても、日

本から世界の林業システムを変えていくぐらいの志を持って開発できるよう、予算処置をして

ほしい。 

・林業機械もある程度重要であるが、道づくりはもっと重要である。 

・国産機だけに頼るのではなく、欧米の機械の積極的導入が必要。 

・小型から大型まで機械開発には、資金が必要。今後も大手メーカーだけではなく、小規模な

機械開発事業所も含め、素材生産業者と共同で開発していく機械についての機械開発事業の予

算を期待する。 

・日本の地形に合った斜面走行が出来て、安定感のある機械を望む。ホイールタイプだとどう

しても重心が高くなり安定に欠ける。ホイールタイプのフォワーダの開発や、せめて国産機だ

けでも操作仕様が統一出来たらもっと普及するのでは。 

・日本はさまざまな土壌が分布している。また地域によって地形がさまざまであり、地域ごと

にアイディアを凝らしながら林業を営んできている。欧州の機械はコンプリートマシンでの導

入は為替の激変から一層高額となっており、アタッチメントだけの輸入が主となっているが、

日本の道路交通法、道路事情を考えても、価格ばかりではなく導入することが不可能に近い。

国内の林業機械メーカーの一層の奮起を促す事業をしていただきたい。 

・過去の事業の問題点として、やはり開発の期間が短すぎることであり、最低でも 2 年の事業

期間とするべきではないか。 
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④【H24事業体】国への期待（抜粋） 

・国産材の需要拡大と木材の高値安定が確立されれば、必然的に林業機械も見直され、普及して

いくと思う。 

・改良、開発費等の継続的支援と新規技術開発事例等の情報公開、普及啓発。 

・路網開設や急傾斜地での皆伐施業についての、法整備や政策の実施、助成体系の見直しと運用、

日本の林地事情に適合した当該機械の改良のための多角的な支援、実証事業の実施。 

・海外機械は、作業能力は高いが高価でメンテナンスにも不安がある。国産で利便性の高い架線

系の機械の開発を機械メーカーとともにお願いしたい。また、地域の機械メーカーの育成も図っ

てほしい。 

・林業用大型トラックのショートホイールベース 6WD 4WD関係。 

・近年まで車両系による搬出を推奨してきた経緯から機械の導入や人材の育成についても車両系

が主体となっている現状であり、架線系の機械を導入してもすぐに利活用ができない状況となっ

ている。タワーヤーダの導入を機にオペレータの教育と作業システムの変更によるコスト縮減が

出来るよう取り組んできたが依然急傾斜地においても車両系による搬出が大多数をしめている。 

国としても更なる架線系システムの導入に向けた取組と教育システムを確立していただきたい。 
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⑤【H22事業体】機械メーカーへの期待（抜粋） 

・欧州タワーヤーダと同等のパワー、機能、スペックを持つ機械の開発。 

・建設機械を汎用とした林業機械ではなく、林業専用機の開発に尽力いただきたい。 

・設計するエンジニアが林業の現場をどれだけ熟知しているかが、林業用機械の出来栄えを左

右すると思う。林業事業体と機械メーカーが一体となった研究開発を行えるような共同体制を

作って、現場へ新たな提案ができるような『モノづくり』ができるとよいと思う。 

・欧米の機械メーカーとの提携によって林業機械の専門家（メーカー）の養成が必要である。 

・作業する立場又は、素材生産事業者と一緒に新たな機械を開発しなければ、海外のような機

械は造れないと考える。今までのメーカー独自の機械では今後発展性が無いと感じる。 

・架線作業による集材へのさらなる安全性。林業機械等の価格の値下げ。 

・どこの機械にも対応出来る部品の統一性は出来ないか。外国の機械は、いちいち部品を取り

寄せるのに時間を要し、遊びの時間が多くなる。 

・メーカーが企業である以上、開発して「何台売れるのか」が最大の課題であり、補助事業の

スケジュールに則って、1 年（実質 8 ヶ月程度）で設計～納入、しかも売れる機械の開発とな

れば、99％不可能と考える。 全国の林業事業体が一様に使用できる機械に限定されるとなれば

尚更である。作業システムのパターンは机上では言い尽くせない部分があり、今後もやる気の

ある機械メーカーと個々に打合せをしながら開発をしていくことしかないと思われる。 

 

 

⑥【H24事業体】機械メーカーへの期待（抜粋） 

・国産の機械開発を希望する。 

・新規技術開発における各機械メーカーのタイアップ。 

・タワーヤーダの主索の耐久性等安全基準の明確化、タワーヤーダのマスト(元柱)の伸縮の油圧

自動化 、タワーヤーダ本体による自走(短い距離でいい) 、控え索の不要化(代替化)。 

・海外機並の作業能力があって、安価で利便性の高い国産の機械を、林業事業体と一緒になって

開発して、普及を図っていただきたい。 

・海外からの輸入、メンテナンス体制の構築。 

・今回は海外製の機械を導入したが、さらに多くの機械の導入の推進を図り、保守･メンテナン

ス体制を強化するとともに、国内メーカーとの連携強化などにも取組をし日本の林業に適した機

械へ更なる改良ができる事を期待する。 
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(2) インタビュー調査 

・アンケートに回答いただいた事業体のうち、電話インタビューを承諾いただいた事業体に対し

て、電話にてアンケート内容やその背景等について詳細に把握することを目的としてインタビュ

ーを行った。また、それぞれの事業体には、自身が導入した機械・作業システムの展開可能性に

ついても質問している。 

・インタビュー調査の主な結果について、以下に順に示す。 

 

①「先進林業機械の導入・改良事業」 

 

■佐藤木材工業株式会社（北海道） 

導入機械 

ホイール式ハーベスタ 

ハーベスタヘッド 

BEAVER（PONSSE社） 

H60e（PONSSE社） 

今回導入した機械は他の地域や他の用途で使用できそうか。横展開の可能性。 

可能。 

現在、ハーベスタ・フォワーダシステム以外での運用はしていないが、車両が入れる傾斜の作業

現場であれば非常に高効率な施業が可能になるので、他の地域でも使えるだろう。 

導入の課題のうち現在の課題として「故障時の対応」を挙げているが、具体的にはどのようなこ

とが課題になったか。 

トラブルが発生した時の代理店の対応が、国内メーカーに比べて遅い。部品の供給や修理に時間

を要してしまう。仮に機械が遊んでいなくても、一部の機能を制限された状態で運用することを

強いられる等。改善に最長 1 年を要したこともあった。 

導入の課題のうち現在の課題として「路網開設」と「事業地と導入した機械の適合性」を挙げて

いるが、具体的にはどのようなことが課題になったか。 

土地柄、しっかりとした作業道を作設することが困難なことや、受託している国有林の事業地で

は、作業道の仕様に制限があり、制限を守ると大型の機械を入れることが困難になる。これは、

規制が既存の国産機を基準にしているため。 

導入の課題で、「規制や法律への対応」を挙げているが、具体的にはどのようなことが課題にな

ったか。 

道交法の高さ制限（全高 3.8m）があり、機械の回送が難しい。また、仮に現在導入している機

械以上のサイズの機械を入れたいとなった場合、高さ制限を超えてしまうので、金銭的な問題以

前に全く導入できない。 
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■有限会社藤原造林5（山梨県） 

導入機械 

小型ハーベスタ 

ハーベスタヘッド  

ZX55UR-3（日立建機株式会社） 

ARBRO 400（AFM社） 

今回導入した機械は他の地域や他の用途で使用できそうか。横展開の可能性。 

可能。ハーベスタは、皆伐作業にも使っている。0.45 クラスに交じって作業をしているが、50

～60 年生程度のカラマツ林なら作業が可能。ローテーターも強化しているので、非常に使いや

すい。導入機は 0.45 クラスのハーベスタと比べ、造材スピードは早くないがフォワーダとバラ

ンスが良くシステムとして効率がいい。また、大型機に比べて燃費が良いのもメリット。 

トラクタは、油圧を取り出しやすいので、チッパーアタッチメントをつけて現場でのチッピング

作業に使用することも検討している。 

導入の課題として現在に「オペレータの養成」を挙げているが、導入から時間が経ってから課題

になっているのはなぜか。 

ハーベスタについては課題となっていない。ここであげているのはトラクタと油圧集材機のオペ

レータ。集材機の操作が難しく、まだ訓練、習熟が必要だと感じている。 

導入の課題として導入直後は「保守点検サービス対応」を挙げているが、現在では特に問題にな

っていないのは代理店等の体制が整ったからか。 

ハーベスタについては問題ない。トラクタと油圧式集材機では導入直後の課題だったが、自社で

メンテナンス体制を整え内製化したため不安が無くなった。修理もメーカーから直接部品を取り

寄せる体制を構築している。 

導入の成果として「林業の魅力の向上」を挙げているが、具体的にはどのようなことが成果とな

ったか。 

地元農林高校や山梨県立大学などから生徒を受け入れ研修を実施しているが、学生の反応を見て

いると、機械化される林業に魅力を感じているようである。 

 

  

                                                   
5 有限会社藤原造林は H21、H24 の両事業で取組事業体となっている。 
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■長野森林組合（長野県）

導入機械 

ホイール式ハーベスタ 

ハーベスタヘッド  

ホイール式フォワーダ 

SR1046Pro（SAMPO ROSENLEW社） 

KETO-100S（KONE-KETONEN 社） 

VIMEK608（VIMEK社） 

今回導入した機械は他の地域や他の用途で使用できそうか。横展開の可能性。 

条件が合えば有効。林内走行が可能な場所であれば、高効率な間伐システムとして機能するだろ

う。小型かつパワフルなので、従来の機械が入れなかった狭い場所にも入り、従来の機械と同等

以上の作業ができる。個人宅の支障木処理等。 

導入の成果として「経営管理の向上」を挙げているが、具体的にどのようなことが向上したのか。 

補助事業に取り組んだことから、各種データや経理的なことについても報告する必要があったの

で、さまざまな数字の管理を徹底するようになった。 

導入の課題として直後に「規制や法律への対応」を挙げているが、具体的にはどのようなことが

課題になったか。 

輸入当初は公道走行するための認可を取得するに当たりキャビンのガラスが樹脂製であること

で認可の取得に支障が出た。最終的には欧州の規格基準を満たしていることを示し、認可を受け

た。欧州製の機械は、排ガス規制の適合も困難であり何とかクリアすることができた。 

高さ制限については 0.7 サイズのバックホウと同じ程度のため、問題とはならなかった。 

導入の成果として「労働安全性の向上」が挙げられているが、具体的にどのような向上が見られ

たか。 

導入後は労災ゼロで施業を続けている。労働負荷が軽いことも事故の低減につながっていると感

じている。 
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■日吉町森林組合（京都府） 

導入機械 

ホイール式ハーベスタ 

ハーベスタヘッド 

ハーフクローラ式フォワーダ  

SR1046Pro（SAMPO ROSENLEW社） 

KETO-100S（KONE-KETONEN 社） 

F801（IHI建機株式会社） 

今回導入した機械は他の地域や他の用途で使用できそうか。横展開の可能性。 

条件が合えば有効。ハーベスタ・フォワーダシステムのみで使用しているので他の用途での使い

勝手は不明。ただ、それほど傾斜がきつくなければ、どこであっても高効率な間伐システムとし

て機能するだろう。 

導入の課題として現在に「故障時の対応」を挙げているが、導入から時間が経ってから課題にな

っているのはなぜか。 

海外製の機械ということで、故障時の修理が代理店かメーカーでしか対応できない場合がある。

特に、エンジン回りやソフトウェアのトラブルには自分たちでは全く対応できない。 

また、メーカーとの意思の疎通や機械自体の操作に関しても言語の問題があり、スムーズに対応

できているとは言えない。なお、今までで機械が修理待ちで動かなかった最長は 4 日間と 3 日

間で、どちらもメーカーと代理店に対応してもらった。 

導入の課題として現在に「保守メンテナンス対応」を挙げているが、具体的にはどのようなこと

が課題になったか。 

油圧ホースの交換など小規模の修理は地元の会社でも対応できるが、核心部分の修理はできない

ので、対応に時間を要する。 

導入の課題として現在に「オペレータの育成」を挙げているが、具体的にはどのようなことが課

題になったか。 

ハーベスタはベースマシンが建機ではないので、作業に慣れるまで辛い。汎用性のある建機と違

って機械に特殊性があるので訓練しにくい。オペレータがハーベスタ専属になってしまう。 

また、傾斜地でのハーベスタ作業は危険を伴うので、作業員も乗りたがらない。 

フォワーダは、比較的操作の汎用性が高く、オペレータの養成に苦労はしていない。 

導入の課題として現在に「事業地と導入機械の適合性」を挙げているが、具体的にはどのような

ことが課題になったか。 

ハ－ベスタは、接地圧の大きな車輪で道が荒れやすい。また、傾斜地での作業が多くなるが、特

に車体下方向にアームを伸ばした際にバランスを崩しやすい。また、上向きに傾斜地を上ると、

燃料がうまく供給されずにエンストしてしまう。バックホウのように旋回ができないので、転回

スペースを確保する必要があり現実的ではない。現在の材径でも作業するのに限界を感じている

ので、次に更新する際は、もう少しパワーの有る機械を導入する予定。具体的には、0.3～0.45

くらいまでのサイズで、パワーはそれ以上の機械、ホイール式でもクローラ式でもいいが、旋回

機能を持ち、機動力も高いものを導入したい。 

フォワーダはなんの不満もないので、同じ機種で更新したい。 
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■有限会社向井林業（岡山県） 

導入機械 

ハーベスタ・バケットハイブリッド機 NGH-35（株式会社南星機械） 

今回導入した機械は他の地域や他の用途で使用できそうか。横展開の可能性。 

可能。道の開設以外にも、造材作業やバケット作業のみでの使用も可能であり、機械単体の稼働

率は非常に高くできる。ショートアームのバケットは力が強く、抜根作業が非常に行いやすい。 

導入の成果として「経営管理の向上」を挙げているが、具体的にはどのようなことが向上したか。 

システムの作業効率も上がっているが、機械単体の稼働率も上がっているので、効率的になった。 

導入の成果として「労働安全性の向上」を挙げているが、具体的にはどのようなことか。 

伐倒作業と抜根作業でチェーンソー作業を行う必要が無く、キャビン内から道の開設に関する作

業のほとんどを行うことができるようになった。そのため、労働環境が改善し、労働者の負荷も

低減された。 

導入後は特に課題は感じていないか。 

比較的故障が多いが、メーカーに対応してもらって改善されている。メーカーの対応も比較的早

く満足している。 

バケットとフェラーバンチャの複合機と比較した場合に本機の特徴はどのようなものか。 

チェーンソーで切るので伐倒が確実にできる、バケット作業でヘッドをぶつける可能性が少なく

故障しにくい、伐倒から玉切りまでの作業が連続して行えるので、連続ヘアピンカーブでの作業

道開設など作業場所が広くなくても作業がしやすい、プロセッサが必要ないといった点がメリッ

トである。デメリットとなる点は特にないが、強いて言えば、アタッチメントのメンテナンス頻

度や購入価格があげられる。 
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■広島県西部森林組合事業推進協議会（広島県） 

導入機械 

林業用トラクタ 

ハーベスタヘッド 

高性能搬器  

K175（KOTSCHENREUTHER社） 

KOTO-100Ecos（KONE-KETONEN 社） 

LIFTLINER4000（KONRAD FORSTTECHNIK社） 

今回導入した機械は他の地域や他の用途で使用できそうか。横展開の可能性。 

わからない。現在はハーベスタ機能のみしか使用していないため。頻繁に移動があるような小さ

い現場をいくつか作業するときは非常に使いやすい。 

導入の課題で「故障時の対応」が挙げられているが、具体的にどのようなことがあったか。 

トラクタのメンテナンスを国内メーカーに依頼しているが、修理の際の費用が高い。また、対応

も遅く、1 週間ほど止まったままのこともあった。 

更新時の意向がないとのことだが、どういう点の改良が必要と考えるか。 

現在のトラクタハーベスタではなく、クローラ式のハーベスタで代替したいと考えている。 

ご意見として「道の作設技術の向上」を挙げているが、具体的にはどういうことか。 

当組合の管内では、従来の道では、導入機での作業には適しておらず、新たに高規格の道を作設

する必要があるが、コスト面と地質的な問題で、あまり幅の広い道の作設は難しい。 
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■香美森林組合（高知県） 

導入機械 

牽引式タワーヤーダ（ベースマシン） 

 

牽引式タワーヤーダ（専用搬器） 

林業用トラクタ 

高性能搬器 

WANDERFALKE 23-U-2t-3Seil（MM FORSTTECHNIK

社） 

Sherpa-U 3 to（MM FORSTTECHNIK社） 

JD-6930PMGAQSTW5（JOHN DEERE社） 

LIFTLINER4000（KONRAD FORSTTECHNIK社） 

今回導入した機械は他の地域や他の用途で使用できそうか。横展開の可能性。 

可能。車両系機械は高効率な作業システムもあるが、傾斜があると導入しづらい。しかし、今回

導入した架線系作業システムでは、タワーヤーダのパワーが強いので、サイクルタイムを短くで

き、一回あたりに運べる材積を大きくできるため、傾斜地でも作業効率を向上させることができ

る。 

導入の課題として過去と現在ともに「保守点検サービス」を挙げているが、導入から時間が経っ

ても依然として課題となっているということか。 

代理店を通さずに、直接欧州のメーカーに注文したので、サービス体制が構築できているとは言

えない。 

導入の課題として「規制や法律への対応」を挙げているが、具体的にはどのようなことが課題に

なったか。 

牽引式のタワーヤーダなので、本来であれば、公道も牽引して移動したいが、法規制の関係で牽

引することができない。そのため、回送業者に運んでもらっており、費用がかかる。 

導入の課題として「路網開設」を挙げているが、具体的にはどのようなことが課題になったか。 

既存の団地での運用は問題なかったが、事業が拡大後の新たな事業地では、急峻なため森林作業

道の建設が困難になった。また、近年頻発している大雨対策のために、高規格の作業道を整備す

ることが必須になってきたため、その作設費用が負担になっている。以前は道の作設には県から

の補助金もあったが、その制度が終了してしまい、負担額が大きくなってしまった。 
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■宮崎県森林・林業再生プラン推進協議会（宮崎県） 

導入機械 

ホイール式多機能ベースマシン（4輪スキッダ）  

牽引式荷台 

ハーベスタヘッド 

W130（WELTE FAHRZEUGBAU社） 

G-HTW100（WELTE FAHRZEUGBAU社） 

WOODY50（KONRAD FORSTTECHNIK社） 

今回導入した機械は他の地域や他の用途で使用できそうか。横展開の可能性。 

わからない。傾斜がゆるければ使えるが、当地では使用が限定的になり、活用することが難しい。

トラクタの走行性能は非常に良いので、使える場所ではサイクルタイムの向上は非常に期待でき

る。 

導入の成果として「林業の魅力向上」を挙げているが、具体的にはどのようなことが向上したか。 

機械の性能、機能は素晴らしいが、大型であることが課題となった。それに刺激を受けて、国内

の機械メーカーで同様の機械を開発する動きが出てきているので機械開発の推進には役立った。 

導入の課題として「故障時の対応」を挙げているが、具体的にはどのようなことだったか。 

業者が 1 つしかないので対応が遅い。しかし、最近は県内でも同じ機械の普及が進んだので、

メーカーも力を入れているようで、早く対応してもらえるように改善されてきた。 

同一機種での更新は考えていないとのことだが、どういう点で改良が必要と考えるか。 

ハーベスタ機能は使いにくいので、別の機械を取り付けたい。具体的にはバックホウなど。 

クラムバンク付フォワーダと前述のハーベスタの組み合わせでシステムを構築したいと考えて

いる。 
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②「先進的林業機械緊急実証・普及事業」 

■下川町森林組合（北海道） 

導入機械 

ハーフクローラ式フォワーダ 

クローラ式ハーベスタ（ベースマシン） 

クローラ式ハーベスタ（ハーベスタヘッド） 

F801（IHI建機株式会社） 

PC138US-8（コマツ） 

350.1（コマツ） 

今回導入した機械は他の地域や他の用途で使用できそうか。横展開の可能性。 

わからない。現在までのところ、当初想定した範囲内での運用のみ行い、データ取りを最優先に

作業しているためなんともいえない。 

導入の成果で「環境負荷の低減」を挙げているが、具体的に何か。 

下川町森林組合の管内では、秋になり日が短くなると、林道がぬかるむことが多くなる。 

従来使用していた全木集材用のスキッダでは、十分に機械で重量を支えることができず、引きず

った木で路面を荒らしていた。今回導入したフォワーダ兼スキッダでは、機械で十分に重量を支

えることができるので路面への負荷を低減することができた。 

導入の課題のうち現在の課題として「維持管理・メンテナンス費用」が挙げられているが具体的

にはどのようなものか。 

ハーベスタについてはヘッドの計測部のメンテナンスが 3-4 年後に、ベースマシンの足回りのメ

ンテナンスが 4-5 年後に、フォワーダについてはゴムクローラ交換が 2-3 年後にそれぞれ発生す

る見込み。いずれも数百万円単位の費用が見込まれる。 

国への期待で、「国内メーカーの環境整備」というのは具体的にどのようなことか。 

欧州のように、ベースマシンから林業専用機の開発を促進できればもっと良い機械が開発される

のではないか。 

今後の利用意向で「条件があえば同機種を導入」とあるが、どのような条件か。 

導入費用、機能面で求める十分な能力があるか、現場との適合性があるかといった点。特に現場

との適合性については、小面積事業地では回送費用がかかり、石礫地では幅の広い道の開設はコ

ストが見合わないといった課題がある。 
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■株式会社門脇木材（秋田県） 

導入機械 

クローラ自走式木材破砕機 

改良型グラップル 

MODEL2600TRACK（Morbark,Inc.） 

BHS10KR-25（株式会社南星機械） 

今回導入した機械は他の地域や他の用途で使用できそうか。横展開の可能性。 

可能。太陽光発電所の建設を目的に、林地で大規模な伐採を行った際に、導入機を使用すること

でチップ化し現場に敷きならすことで処理できた。なお、チップ化して現場に敷きならすにあた

り、事前に行政へ確認し、産業廃棄物の廃棄にはあたらないことを確認している。 

導入の効果として、「林業の魅力向上」と「環境負荷の低減」につながったのは具体的にどのよ

うなことか。 

今まで生産できなかったチップを生産し、バイオマス発電などで利用することで、林業で今まで

の用材だけでなくエネルギー提供が可能で、社会貢献もできるので、山に対する見方が変わる。 

また、木質バイオマス発電などでは CO2 排出量なども低減することができ、地球環境に対して

良い。 

導入の条件で、「後継機のスペックや操作性」を重視しているが具体的にどのようなものか。 

チッパーの現場間の移動に時間と費用を要するので、小型化や自走機能の高機能化などを期待し

たい。 

チッパーでは生産できるチップのサイズに制限や選択する必要がある。今後は需要者側の使用目

的に応じてチップのサイズを生産できなければ、販売が難しくなるだろう。例えば、ボイラーに

使用する目的ならば、細かいチップは適していない（細かすぎると粉じん爆発してしまうため）。

そのため、ある程度大きなサイズのチップを作る必要がある。 

国による技術開発支援についてのご意見。 

今回の事業のように、機械の購入費用だけでなく、オペレータの研修費用なども含めた支援はあ

りがたい。しかし、本事業は単年度の予算しかないため、本当に機械開発を促進したいのであれ

ば、事業を多年度化したほうが良い。機械の導入費用や初期の改良費用だけでは実際に運用して

改良していくまでに不十分であるが、林業事業体は自らの経営で手一杯で、開発・改良に資金や

人を投入する余力がある事業体はまれなので。 
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■美和木材協同組合（茨城県） 

導入機械 

クローラ式ロングリーチグラップル（ベースマ

シン） 

クローラ式ロングリーチグラップル（ロングリ

ーチグラップル） 

SK165SR-2F ブレード付き（コベルコ建機株式

会社） 

LA12GB（株式会社レンタルのニッケン） 

今回導入した機械は他の地域や他の用途で使用できそうか。横展開の可能性。 

可能。地拵えの作業も広範囲にでき、効率が良い。屋敷林などの危険木処理作業では、今までは

機械で近づくことができず、作業に危険が伴っていたが、ロングリーチで固定式の機械であれば、

伐倒前にグラップルで掴んでおき、それから伐倒することで安全に作業ができるようになった。 

導入の課題のうち現在の課題で「オペレータの養成」を挙げているが、具体的にどのような問題

が発生しているか。 

導入機は新しいため、経験者が少ないので技術を伝達したいが、指導できる人間も少ない。 

作業に熟練すれば従来機よりも効率が上がるが、逆に熟練者でないと効率が著しく悪くなる。 

導入の課題のうち現在の課題として「その他」で、「機械性能の実証」が挙げられているが具体

的にはどのようなものか。 

現在、別の事業でデータを収集・検証しているが、固定式のヘッドに改良したことによるアーム

への負担や傾斜地での安定性が不明であり、引きつづき検証の課題となっている。 
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■木曽森林組合（長野県） 

導入機械 

フェラーバンチャ付きグラップル収納型バケ

ット（スタビライザ装置付き）（ベースマシン） 

フェラーバンチャ付きグラップル収納型バケ

ット（スタビライザ装置付き）（油圧ショベル

用スタビライザ装置） 

フェラーバンチャ付きグラップル収納型バケ

ット（スタビライザ装置付き）（フェラーバン

チャ） 

SH135X-6（住友建機株式会社） 

 

MSE-STB45-S（松本システムエンジニアリング

株式会社） 

 

MSE-45FGZX（松本システムエンジニアリング株

式会社） 

今回導入した機械は他の地域や他の用途で使用できそうか。横展開の可能性。 

可能。今回導入した機械のスタビライザ装置は、旋回作業の多いプロセッサに架装すると非常に

効果があると思われる。以前に他の事業体を見学した際に、傾斜した現場でプロセッサのオペレ

ータがキャビンで踏ん張りながら作業しているのを見たことがあるが、そういうところでの労働

環境を向上できるのではないか。労働負荷の低減と安全性が向上すると思われる。 

導入の課題のうち現在の課題で、「事業地の確保」と「機械の適合性」が挙げられているのはな

ぜか。 

導入機での作業道の作設は管内の国有林では非常に適しているが、管内にある民有林では傾斜が

きつく、車両系の作業システムでの対応には限界があるため。 
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■株式会社カネキ木材（岐阜県） 

導入機械 

牽引式タワーヤーダ 

自走式搬器 

KMS-12U（KONRAD FORSTTECHNIK社） 

WOODLINER（KONRAD FORSTTECHNIK社） 

今回導入した機械は他の地域や他の用途で使用できそうか。横展開の可能性。 

本来は下げ荷集材がメインの作業システムであるが、上げ荷もやりたいと考えている。 

導入の成果として「未利用材が販売できるようになった」とのことだが具体的にはどのようなこ

とか。 

タワーヤーダを導入した後はタワーヤーダ付近に材が集まるので、業者へ販売することが可能に

なった。 

導入の課題にとして現在の課題が多いが具体的にどのような内容か。 

メンテナンス、維持費については、代理店が少なくトラブルに対処するのに時間を要する。 

繊維ロープについては当初は耐久性について不明だったが、森林総研が破断強度を計測してくれ

たので、交換を行うことができた。 

路網については、タワーヤーダを現場に入れるには従来の路網の幅では足りず、3.6～4m ほど

必要になり開設コストが増大することや既設の作業道を改修する必要がある。 

利用の意向について、課題が多くても次も導入したいのはなぜか。 

索張りが容易で、経験の乏しい若手でも使えること、リモコンとオートチョーカーの組み合わせ

で非常に便利であることなど。全体の労力軽減の効果が大きい。 

 

 

■株式会社中部フォレストマネジメント（岐阜県） 

導入機械 

クローラ式タワーヤーダ 

（3ドラム型ランニングスカイライン方式） 

NR301（IHI建機株式会社） 

今回導入した機械は他の地域や他の用途で使用できそうか。横展開の可能性。 

わからない。詳細はオペレータなどに聞かないとわからないが、作業で忙しいのでインタビュー

はできない。 

導入後の事業形態の変化としてスイングヤーダとタワーヤーダを同時並行的に作業するとはど

のようなことか。 

同時にスイングヤーダとタワーヤーダを現場に入れておき、作業内容や現場の状況にあわせて機

械を選択して作業をするということ。 

導入の課題として、導入直後の「保守点検サービス体制」が現在は課題になっていないのはなぜ

か。 

当初は、メーカー側も対応が遅く整備が十分でなかったが、現在は地元の機械屋も対応できるよ

うな体制になったので、十分なサービスを受けることが可能になった。 

導入の成果として「林業の魅力の向上」が挙げられているが、具体的にどのようなものか。 

視察会の開催回数も多く、参加者からの評判もよかったことが挙げられる。 
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■新城森林組合（愛知県） 

導入機械 

主索ウィンチ付きスイングヤーダ 

繊維ロープ 

IWS-20DY1（株式会社南星機械） 

エースライン HD026B（東京製綱繊維ロープ株

式会社） 

今回導入した機械は他の地域や他の用途で使用できそうか。横展開の可能性。 

可能。皆伐の際に使用したが、非常に使いやすかった。先柱を支点にして、スイングヤーダを移

動させたところ、導入機の本来の横取り能力の高さもあり、広範囲を効率よく集材できた。 

導入の課題のうち「機械導入に伴って生じた関連費用」とは具体的に何か。 

搬器や主索ドラムに改良を施した。改良点は、負荷をフリーにしてロープを手で引っ張れるよう

にしたことやオートチョーカーを装備したこと。また、搬器のシーブ部の樹脂が削れてしまって

いたため修理と改良に費用がかかってしまった。 

導入の課題のうち「維持管理・メンテナンス費用」が現在は課題となっていないのはなぜか。 

当初最も危惧していた繊維ロープの劣化が想定よりも遅く、まだ交換していないため。 

ロープの強度は、使用回数 1100 回程度で、ホールバックラインが 60％程度を維持しており、

それ以外は 90％程度の性能を持っていることを強度テストで確認している。 

開発ニーズとして「今の 5 倍来の能力の有る機械」「遠くの現場に行かなくても林層の調査ので

きる機械」とあげられているが、これは具体的にはどのようなもののことか。 

能力を上げようとすると、どうしても機械が大型化してしまうが、現場は小型の機械の方が路面

も荒れなくてよい。また、海外に比べて日本では小型の機械を導入し、それを基準に道の作設や

伐倒作業をしている事業体が多いので、これからは小型で高性能の機械を導入した方が良いと思

う。期待する性能としては、積載性や、取り扱える材のサイズなどを 5 倍程度に上げられれば

いいと考えている。 

山主さんを現場に連れて行き、現場を実際に見てもらいたいが、高齢であることなどの理由の為

に難しい。小型の無人ヘリコプターの様なもので空撮がもっと簡単にできてリアルタイムで画像

を見ることができれば非常に便利である。 
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■前田商行株式会社（三重県） 

導入機械 

トラック搭載式タワーヤーダ 

 

高性能搬器 

MAN YARDER-4000-JAPAN（KONRAD FORSTTECHNIK

社） 

Liftliner（KONRAD FORSTTECHNIK社） 

今回導入した機械は他の地域や他の用途で使用できそうか。横展開の可能性。 

可能。タワーヤーダについては、ショートホイールベースの 3 軸 6 輪駆動トラックをベースに

していることで作業道での走破性も高く、中折れ式タワーの採用により道路運送車両法の基準内

に収めているので、あらゆる現場で迅速に運用可能。また、最大スパン長が 750m あり、集材

範囲も広いため、対応する現場の幅も広い。 

搬器は、スプリングによる可動式脱線防止装置をつけたことで、横取りの方向決めを確実に行う

効果がある。 

現在の課題として「路網開設」を挙げているが具体的にはどのような課題があるのか。 

当社の作業現場は真砂土なので、非常にもろく、作業道を作設するために砂利を敷設する必要が

あり、費用がかかってしまう。 

現在の課題として「その他（運搬）」を挙げているが具体的にはどのような課題があるのか。 

作業道の維持費がかかるという問題がある。 

加えてタワーヤーダの能力が非常に高く、集材後に山から運搬するのが追い付いていない。今後

改善していきたいと考えている。 
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■山長林業株式会社（和歌山県） 

導入機械 

油圧式集材機 

油圧式主索巻取機 

FY273（株式会社前田製作所） 

油圧式主索巻取機（上道キカイ株式会社） 

今回導入した機械は他の地域や他の用途で使用できそうか。横展開の可能性。 

可能。主索巻き取り機には構造がシンプルなので、試したことはないが、主索以外にも応用が利

きそうである。 

導入の課題に「維持管理・メンテナンス費用」が挙げられていて、機械の導入条件に「維持管理

費用が負担できるかどうか」が挙げられているのは、非常に負担が大きいと考えるのか。 

メンテナンス作業（オイル交換やグリスアップなど）は比較的容易なため社内のスタッフなどで

も対応が可能なので、それほど負担とは感じていない。しかし、今後の故障時の修理について、

新しい機械のため費用や頻度などが分からないことから不安に感じている。 

ご意見として「コストパフォーマンスの良い機械でないと購入に踏み切れない」とあるがこの背

景はどのようなものか。 

導入時のイニシャルコストと修理に要する費用が大きく、特に今回のような機械は補助金が無い

と事業体としては辛い。木材価格が高値に向上すれば、もう少し設備投資が可能になり、高性能

な林業機械の普及も進むと思う。 

 

 

■山口県東部森林組合（山口県） 

導入機械 

バイオマス対応型クローラ式フォワーダ MST-800VDL（バイオマス対応型）（株式会社諸

岡） 

今回導入した機械は他の地域や他の用途で使用できそうか。横展開の可能性。 

可能。リモコン作業は安全面の配慮が難しいが、利便性は高いので、他の地域でも使えるのでは

ないかと考えている。特にフォワーダのグラップル席からのリモコン操作だけでなく、プロセッ

サのオペレータが操作を行い、フォワーダで移動させるなどの使い方が有効になると思われる。 

導入の課題として「適合性」が挙げられているが具体的にどのようなものか。 

路網の幅が導入したフォワーダに対して狭いという問題がある。通常のフォワーダでは問題ない

が、バイオマス対応型は、荷台を広げられる場所がないと真価を発揮することができない。 

導入した機械のマニュアルを作成したとあるが、これは組合内のものか？ 

組合内で使用するためのもので、メーカーと検討委員会などを経て作成したものである。 
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■南予森林組合（愛媛県） 

導入機械 

トラクタ牽引式・重心補正機能付きフォワーダ 剛力（越智機械工業株式会社） 

今回導入した機械は他の地域や他の用途で使用できそうか。横展開の可能性。 

条件が合えば有効。機械に適した路網の整備がなされれば非常に使える機械である。 

導入の成果はいかがか。 

限定的ながら、導入機が運用できる現場ではサイクルタイムが短縮された。 

使う場所が限定されるとのことだが、条件はどのようなものがあるのか。 

従来に比べて R の大きなカーブと幅の広い路網の整備が必要になる。 

今後の利用意向として「導入したくない」ということだが具体的にどのようなことか。 

導入機は路網開設の段階から、機械の運用を想定した整備をする必要があり、既にある程度開設

が終わっているところでは非常に使いにくい。当組合の管内では、現状のまま運用できる場所は

限定されていると感じる。 
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■有限会社川井木材（高知県） 

導入機械 

牽引式タワーヤーダ 

自走式搬器 

KMS-12U（KONRAD FORSTTECHNIK社） 

WOODLINER（KONRAD FORSTTECHNIK社） 

今回導入した機械は他の地域や他の用途で使用できそうか。横展開の可能性。 

わからない。他の地域での運用は分からないが、導入したタワーヤーダでの集材は集材機での集

材に比べて、一回あたりの積載量は減ってしまうが、サイクルタイムが短くなるので、1 日あた

りの搬出量はほぼ同じくらいであった。当初危惧していた生産性の低下は見られなかった。 

導入の成果のうち「林業の魅力向上」とは具体的に何か。 

作業システムが一新され、労働負荷が少なくなったことや安全性が向上したことで、作業員のモ

チベーションが上がった。また、3K という林業が抱える課題も少し改善されたことで、次世代

を担う若者へのアピールもしやすくなった。 

導入の課題のうち「故障時の対応」を導入直後の課題として挙げているが、現在は課題となって

いないのはなぜか。 

代理店が少なく、十分なサービスを受けづらい問題については、メーカー主催のメンテナンス講

習会を受講し従業員である程度までは対応できるようになったことから、現在はあまり課題にな

っていない。 

導入の課題で「路網の開設」を挙げているが、具体的にどのような課題があるのか。 

タワーヤーダの最低地上高が低く悪路での走破性が低いため、林道を牽引しているとわだちなど

にタイヤを取られてしまう。 

タワーヤーダとスイングヤーダなどの架線では路網の張り巡らせ方が違う。タワーヤーダはより

広範囲を集材できるため、それを考慮して適切なルートで設置しなくてはならない。路網の配置

が慣れないと難しい。 

導入の課題で「規制や法律への対応」を挙げており、国への期待で「規制緩和」を求めているが、

具体的にどのような規制が障害になっているのか。 

現在の日本の法律では、導入機はナンバープレートを取得できないため牽引できず、回送費用が

かかる。一時的に仮ナンバーでも取得できれば運用しやすくなる。 

自走式の導入も魅力的だが、欧州でみられるようなハーベスタとタワーヤーダがトラックに架装

されたような機械は、重量の関係でナンバープレートが取得できないため、ハーベスタ機能をオ

ミットするなど機能に制限がかかってしまう。こちらもナンバープレートが取得できれば普及が

進むだろう。 
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■株式会社とされいほく（高知県） 

導入機械 

5t 級 3 軸四胴集材機 

無線空中吊上機 

KD50CD-4（有限会社カワサキマシン） 

TK2000-RSH（有限会社カワサキマシン） 

今回導入した機械は他の地域や他の用途で使用できそうか。横展開の可能性。 

可能。無線空中吊上機は、集材機集材をしている他の地域でも使えると思う。メーカーは、無線

空中吊上機は土木資材運搬などでも使えそうだと話している。 

導入の効果のうち「林業の魅力向上」は具体的に何が挙げられるか。 

集材機の労働環境が改善したことが最も大きな向上点である。キャビンをつけたことで、外気に

さらされず快適に作業ができ、振動や音の軽減も図られた。 

メーカーへの期待として「現場指導」が挙げられているがどのようなことを期待しているのか。 

国内のメーカーは技術者が現場の作業に精通していない。海外のメーカーなどでは、技術者も林

業の現場に入り現場の事を良く知っている。 

現在の日本のメーカーのように機械の操作方法を簡単に説明して納品完了というのではなく、現

場で実際に動かして操作方法やメンテナンスの方法などを教えてから納品としてほしい。 

国への期待として「複数年度の事業」を期待する理由はなにか。 

単年度の事業では、導入のみになってしまう。実際に現場で運用し、改良を完成させるには、複

数年度を要するが、支援は単年度で無くなってしまうため改良が思うように進まなくなる。 

今までの類似事業で開発してきた機械が普及しなかったのはこの問題が大きいと感じる。 
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■株式会社泉林業（熊本県） 

導入機械 

クローラ式タワーヤーダ 

ローディンググラップル 

TY-U5C（イワフジ工業株式会社） 

LG-1200（株式会社南星機械） 

今回導入した機械は他の地域や他の用途で使用できそうか。横展開の可能性。 

可能。他の地域や地形でも使うことができるが、導入した作業システムが性能を最も発揮するの

は、作業道を入れにくい現場である。 

導入の成果として「林業の魅力向上」を挙げているが、どのような点について魅了が向上したか。 

タワーヤーダとローディンググラップルの見学者の感想などからそのような印象を受けた。 

導入の成果「環境負荷の低減」とは具体的になにか。 

従来は、作業道を密に設置する必要があり、それによる土砂の流出がたびたび発生して問題にな

っていた。導入機は集材距離の長さや機動的な運用が可能な点から、作業道を以前ほど必要とし

ないため、土壌への負荷を低減できていると考えられる。 

また、全木で集材することができるため、今までは林地に残っていた端材なども土場に集積され

るので、バイオマスの利用が進んだこともある。 

導入の課題で、「まとまった事業量の確保」とあるが、具体的にはどのようなことか。 

効率が上がり、人員の削減と生産量の増大が可能になったが、向上した効率に対して仕事を確保

できておらず、作業員や機械が遊んだ状態になっている。従って、立木を確保できるのであれば、

年間の生産量はもっと向上することができると考えている。 

 

 

■耳川広域森林組合（宮崎県） 

導入機械 

牽引式タワーヤーダ 

高性能搬器 

KMS-4000-U（KONRAD FORSTTECHNIK社） 

Liftliner（KONRAD FORSTTECHNIK社） 

今回導入した機械は他の地域や他の用途で使用できそうか。横展開の可能性。 

改善すれば可能。下げ荷に対しやすくすると、もっと使える現場が増えるだろう。 

導入の課題にして「路網開設」と「事業地の適合性」が挙げられているが具体的にはどのような

ことか。 

タワーヤーダを搭載した台車が入っていける規格の幅が必要になった。 

牽引式でも傾斜がきつくなると使えなくなるので、自走式の方が良い。現状では下げ荷は集材機

の方が使いやすい。導入当初から、上げ荷も下げ荷も使うことを想定していたが、下げ荷につい

ては予想以上に使いにくさを感じている。 
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■有限会社橋元林業（鹿児島県） 

導入機械 

8 輪駆動多機能林内作業車（ハーベスタ・クラ

ムバンク付き） 

MSE-RM-919（松本システムエンジニアリング株

式会社） 

今回導入した機械は他の地域や他の用途で使用できそうか。横展開の可能性。 

わからない。使用期間が短いため、不明。 

ご意見として「機械の高性能化に作業者の能力が向上しない」とあるが具体的にはどのようなこ

とか。 

オペレータの技術向上が難しい。若者は機械に慣れるのが早いが、仕事への熱意が薄い。自分た

ちは仕事への熱意はあるが、機械に慣れるのが難しく、機械のポテンシャルを引き出せていない。 

国に期待する助成制度のあり方とは具体的にどのような内容か。 

助成の際の手続きが煩雑である。これでは、森林での技術を有していても事務体制が整っていな

ければ助成を受けられない。今まで森林技術を持っていても、事務体制が弱く、倒れていった事

業体を見ている。事務手続きをうまく行っているだけで高性能な機械を入れてはいるが技術の無

い事業体などもあり、それらは往々にして導入した機械をぞんざいに扱って腹立たしい。 

日本の独自開発の高性能林業機械を期待する理由はなにか。 

建機のように、規格をつくって操作方法などを共通化してほしい。特に海外機は機械ごとに操作

が異なり、オペレータの習熟やレンタルでの短期間使用などに支障がある。 
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3. 関係する機械メーカーに対する調査 

(1) 調査の概要 

・上記 2事業の機械導入に携わった機械メーカー、代理店等を対象として、導入による成果や課

題、今後の林業機械化推進に向けた意見等を把握することを目的として、アンケート調査を行っ

た。調査の概要は以下の通りである（図表 16）。 

・なお、調査票を発送した事業体一覧は下記の通りである（図表 17）。 

 

図表 16：アンケート調査の方法（機械メーカー） 

 

■調査名 

導入機械の運用状況に関するアンケート調査 

 

■対象 

平成 21 年度林野庁補助事業「先進林業機械の導入・改良事業」および平成 24 年度補正林野

庁補助事業「先進的林業機械緊急実証・普及事業」において、先進林業機械・先進的林業機

械の開発・導入に携わった機械メーカー 24 社 

 

■実施時期 

平成 27年 2月 17日～2月 27日 

 

■調査票の配布・回収 

E-ｍailにより、調査票を配付・回収 

 

■調査票の回収結果 

11社（回収率：45.8％） 

 

■主な調査内容 

・機械導入の成果と課題 

・林業機械関連事業の概況 

・林業機械開発の取組 

・国の林業開発にかかる補助事業 
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図表 17：アンケート回答機械メーカー一覧 

 

■回答者（五十音順） 

・IHI建機株式会社 

・イワフジ工業株式会社 

・上道キカイ株式会社 

・オカダアイヨン株式会社 

・有限会社釜原鉄工所 

・有限会社カワサキマシン 

・コベルコ建機株式会社 

・株式会社南星機械 

・日通機工株式会社 

・株式会社前田製作所 

・株式会社レンタルのニッケン 
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(2) 調査の結果 

・アンケート調査の結果を以下に結果を順に示す。 

 

■導入により達成されたと感じる事項（MA） 

・「生産性の向上」「労働安全性の向上」（90.9％）が最も多く、次いで「素材生産量の増大」「林

業の魅力の向上」（72.7％）の順となった。 

 

図表 18：導入により達成されたと感じる事項（n=11） 

 
 

■導入における課題［導入直後］（MA） 

・「オペレーターの養成」「事業地と導入した機械の適合性」（18.2％）が最も多く、次いで「機械

導入に伴って生じた関連費用」「故障時の対応（代替機がない等）」（9.1％）の順となった。 

 

図表 19：導入における課題［導入直後］（n=11） 
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■導入における課題［現在］（MA） 

・「故障時の対応（代替機がない等）」（36.4％）が最も多く、次いで「維持管理・メンテナンス費

用」（27.3％）の順となった。 

 

図表 20：導入における課題［現在］（n=11） 
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■ユーザーへの研修サービスの実施状況（SA） 

・「実施していない」（54.5％）が最も多く、次いで「実施している」（36.4％）の順となった。 

 

図表 21：ユーザーへの研修サービスの実施状況（n=11） 

 

 

・「実施していない」としては、以下のような回答があった。 

・現在は社内研修のみである。 

・弊社ディーラーにて行っている。 

 

・「実施している」としては、以下のような回答があった。 

・安全に機械をお使いいただく為。また、最適・最先端な機械をお選びいただく為。 

・当社の林業機械は、他の同様の機械と操作方法が異なるため、必要に応じて行っている。 

・本体についてのみ研修実施。アタッチメントに関しては販売店にて実施。 

・安全で効率的な機械の使用。 

 

実施している
36.4 %

実施していない
54.5 %

無回答
9.1% 
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■今後、林業機械関連事業の展開に関して、力を入れたい部分（MA） 

・「既存製品の改良」（72.7％）が最も多く、次いで「新規開発」「既存製品の販売拡大」（63.6％）

の順となった。 

 

図表 22：今後、林業機械関連事業の展開に関して、力を入れたい部分（n=11） 

 

 

■今後、林業機械関連事業の展開に関して、特に力を入れたい部分（SA） 

・「新規開発」（36.4％）が最も多く、次いで「サービス体制の構築」（27.3％）、「既存製品の改良」

（9.1％）の順となった。 

 

図表 23：今後、林業機械関連事業の展開に関して、特に力を入れたい部分（n=11） 
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■林業機械開発にかかる予算計上方針（SA） 

・「決まった予算割当はなく、社内コンペ等により開発シーズに対して必要な予算を獲得する」「林

業機械開発のための予算は計上していない」（45.5％）が最も多く、次いで「毎年、売上高等に対

する一定の割合で予想額を確保している」（9.1％）の順となった。 

 

図表 24：林業機械開発にかかる予算計上方針（n=11） 

 

 

 

■林業機械の開発に際して、市場ニーズの把握状況（MA） 

・「販売代理店等、セールス網からの情報」「林業事業体との直接の意見交換」（81.8％）が最も多

く、次いで「林業機械展等、展示会からの情報」「林業機械化協会等の業界団体からの情報」（72.7％）

の順となった。 

 

図表 25：林業機械の開発に際して、市場ニーズの把握状況（n=11） 

 
・「その他」として、以下のような回答があった。 

・作業現場視察。 
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販売台数や引合件数の動向

販売代理店等、セールス網からの情報

林業機械展等、展示会からの情報

林業事業体との直接の意見交換

林業機械か協会等の業界団体からの情報

他のメーカーの販売動向

国の林業機械に関する政策動向

その他

%
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■市場ニーズの把握を行う上で、問題と感じられる点について 

・以下のような回答があった。 

・中長期的な国の方針を踏まえたうえで、動向予測をしている。例えば、現在は集約化施業、

バイオマス発電所建設などがあるが、これによりニーズが高まる商品予測をして、保有、開発

を行っている。 

・一部の林業事業体を除き、多くの林業事業体が作業システムを効率の良いものへ改善してい

こうという意識が低く、現状の機械で満足している。現状の機械の改良点や、現在現場で困っ

ていること、今後必要になってくる機械等の意見の収集が難しい。 

・現場に行って体感するのがいいと思う。 

・展示会やユーザー様から機械に関しての意見を伺い、それを開発に反映していくことはでき

るが、実際にどの仕様（ハーベスタ、グラップル、スイングヤーダなど）が販売好調なのか、

各メーカーにヒアリングを行い、全体を取り纏めて頂ける機関があればと感じる。 

 

 

■林業機械開発における外部の関係者（林業事業体等のユーザー、大学・研究機関）との連携状

況（SA） 

・「連携あり（事業体）」（63.6％）が最も多く、次いで「連携あり（研究機関）」（45.5％）「連携

なし」（36.4％）の順となった。 

 

図表 26：林業機械開発における 

外部の関係者（林業事業体等のユーザー、大学・研究機関）との連携状況（n=11） 

 

63.6 

45.5 

36.4 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

連携あり（事業体）

連携あり（研究機関）

連携なし

%
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■林業機械開発に関するユーザーからの要望（SA） 

・「ある」（90.9％）が最も多かった。 

 

図表 27：林業機械開発に関するユーザーからの要望（n=11） 

 

・「ある」と答えた回答者からは、「よく寄せられる要望」および「その対応方針」について、以

下のような回答があった。（FA） 

・足の速いフォワーダ 、架線集材機（タワーヤーダ）。 

 →自社開発・製造もしくは海外製機械調達を検討。 

・機体の自走化、小型化。 索速度のアップ。  

 →次年度での対応を検討中。 

・集材機、索道器具の改良。 

 →無償での改良要望だが当社としては経費が必要な為行わないことにしている。 

・昔ながらの集材機を製作してほしい 。 

 →未対応。  

・具体的な機械の開発要望。 

 →案件ごとに検討を行い、方針を決定している。 

・高品質切削チップの生産。 

 →常時高品質化に向けて改良中。 

・登坂力、油圧流量、低燃費 架線系ベースマシン、植樹機。 

 →F/S、マーケティングを実施し、ビジネス化出来れば対応していく。 

・ユーザー自身が欲しい機械（現行の変更が多い。大きいもの小さいもの等）。 

 →製作可能で、市場ニーズが有り、設計時間と費用が確保できれば応える。 

ある

90.9 %

ない

0.0 %

無回答

9.1 %
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■今後、林業機械の開発に関して、力を入れたい工程（MA） 

・「【集材】タワーヤーダ」（36.4％）が最も多く、次いで「【運材】フォワーダ」「【集材】グラッ

プル」（27.3％）の順となった。 

 

図表 28：今後、林業機械の開発に関して、力を入れたい工程（n=11） 

 
・「その他」としては、以下のような回答があった。 

・車検の取れる木材運搬車（2t～4tクラス）。 

・油圧式集材機。 

・木材破砕機。 

・架線機械。 

・アタッチメントの能力を最大化できるベースマシン。 

 

  

27.3 

0.0 

18.2 

18.2 

27.3 

18.2 

36.4 

54.5 

18.2 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

【運材】フォワーダ

【運材】その他

【造材】ハーベスタ

【造材】プロセッサ

【集材】グラップル

【集材】スイングヤーダ

【集材】タワーヤーダ

その他

無回答

%
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■今後、林業機械の開発に関して、特に力を入れたい工程（SA） 

・「【集材】タワーヤーダ」（27.3％）が最も多く、次いで「【運材】フォワーダ」（9.1％）の順と

なった。 

 

図表 29：今後、林業機械の開発に関して、特に力を入れたい工程（n=11） 

 
 

 

■林業機械の技術開発に際して、現在、御社にとって課題と感じられる点（FA） 

・以下のような回答があった。（抜粋） 

・高額な開発費用負担。開発費用不足。 

・林業関係者（機械ユーザー）との繋がりがまだまだ乏しく、情報交換が困難。 

・開発の人材不足。 

・熟練のオペ不足を補う性能の確保。 

・納入後のアフター修理整備がきちんと出来ているか。 

・国内の交通規制、及びエンジンの排ガス規制。 

・アタッチメントが高性能となり、操作が複雑になっている。開発側で取り付けて試験をする

にも操作できる人員がおらず効率が良くない。それなりの経験がないと操作が難しいため。簡

潔に操作ができるようになれば、アタッチメントとのマッチングテストなどを行え、開発に反

映できる。 

・特定特殊自動車排出ガス規制の改正が早すぎること。まだ市販されていないエンジンの基準

で施行されているので、対応できるのは大手メーカーのみ。中小企業は少数特例による対応を

余儀なくされている。 

  

【運材】フォワーダ
9.1 %

【運材】その他
0.0 %

【造材】ハーベスタ
0.0 %

【造材】プロセッサ
0.0 %

【集材】グラップル
0.0 %

【集材】

スイングヤーダ
0.0  %

【集材】タワーヤーダ
27.3 %

その他
9.1 %

無回答
54.5 %



 

 
52 

 

■海外製林業機械についての意見（FA） 

・以下のような回答があった。（抜粋） 

・林業先進国メーカーの商品は国内製と比較して能力、性能に優れているが、国内普及が進ま

ない理由は次の通りと考えている。①メンテナンス体制が構築されていない。②国内取扱代理

店が少ない。これらを克服すれば、作業効率を考えても採用するべきである。 

・海外製林業機械はスケールが大きく日本の現場に適しているのか疑問である。 

・修理が国内でできず部品調達にも日数がかかる。 日本の規格と一致しない場合がある（法規）。 

・日本の地形に合っている機械ではないと感じるが、機構、構造など感心するところがある。 

・作業能率が高く、効率も上がるが、価格が高く部品の調達にも時間が掛かると聞いている。

そこが課題と考える。 

・日本に無い技術が存在している。 

・とても洗練されている。人不足を解消しようと努力したのだろう。 

・導入に際してはアフターサービス体制など気にしなければならない点はあるが、性能に関し

ては高いと感じている。 

・条件の良い（海外と同じような）限られた場所では、高い生産性を発揮する。ワイヤーを使

う機械は、日本の労安則の安全率とは異なる基準で能力を表示している。 

 

 

■海外製林業機械について、自社の開発にとって参考となる点（FA） 

・以下のような回答があった。（抜粋） 

・作業性を重視している。安全配慮がなされている。 

・メンツィムック社製のスパイダーには興味がある。あの様な足回りを弊社の自社製品にも取

り入れたいと感じている。   

・タワーヤーダの制御方式や操作方法を参考にしたい。 

・操作性、安全性、多様性（複数のアタッチメントが取り付け可）。 

・割り切った機械の使い方と、機械の使い方に対して責任がはっきりしているところ。 
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■国の林業機械開発にかかる補助事業について（SA） 

・よくあてはまるのは「機械開発の補助事業は有益である」（63.6％）が最も多く、ややあてはま

ると合わせると約 9割となり、「補助事業がなければ新規開発は難しい」「補助事業がなければ新

規開発は難しい」「単年度予算のため活用しづらい」「林業機械開発には、企業からの提案にもと

づき、国が支援する補助事業のほうが取り組みやすい」が 6割強となった。 

・全くあてはまらないのは「協働する林業事業体を見つけるのが難しい」（27.3％）が最も多く、

あまりあてはまらないと合わせると約 7割となり、「林業機械開発には、国が仕様等を特定し、そ

れにあわせて企業が取り組む委託事業のほうが取り組みやすい」が 5割となった。 

 

図表 30：国の林業機械開発にかかる補助事業について（n=11） 
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機械開発の補助事業は有益である

補助事業がなければ新規開発は難しい

公募開始時期が遅く活用しづらい

単年度予算のため活用しづらい

協働する林業事業体を見つけるのが難しい

国の開発テーマは現場ニーズに適合していない

森林、林業に関する作業のロボット化に興味がある

国は、開発にかかる補助事業よりも、事業体が機械導入するための補助

事業を行うべき

国は、機械導入にかかる補助事業よりも、メーカーの開発のための補助事

業を行うべき

林業機械開発には、国が仕様等を特定し、それにあわせて企業が取り組

む委託事業のほうが取り組みやすい

林業機械開発には、企業からの提案にもとづき、国が支援する補助事業の

ほうが取り組みやすい

よくあてはまる ややあてはまる どちらともいえない あまりあてはまらない 全くあてはまらない 無回答
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■特に技術開発が必要と思われる森林や林業の課題についてのご意見（FA） 

・以下のような回答があった。（抜粋） 

・森林整備の基本は路網整備と感じているが、道作りについては進歩が少ないと感じている。例

えば、道の締固めは掘削機バケットの底で転圧しているが、これらは明らかに用途外使用であり、

機械故障原因にもつながっている。また、転圧も弱く、結果として作業道崩壊による労働災害に

も繋がっている。 転圧の技術は建設業の進歩を見習い、専用の転圧機などを用いた工法を取り入

れるべき。全体的に他業界の技術、工法にも耳を傾ける必要を感じている。 

・エンドレスタイラー式等の索張り技術者の育成が課題だと思う。また索張りそのものの簡素化

についても課題だと思う。誰でも操作ができるをコンセプトに油圧式集材機を開発したが、索張

りが困難で油圧式集材機を利用する方が限られてしまう。 

・木質バイオマスに関係する機械やシステムの開発、木質バイオマス発電所までのチップの輸送

の効率化とコスト減。 

・タワーヤーダの自動運転。 

・集材機の操作を簡単なものにする（集材機操作の簡易、簡略化）。 

・資源有効利用による林業の活性化。 

・植樹向けの機械。 

・架線作業技術者の育成と技術伝承。 

・無線操作や自動運転の安全についての業界指針。 
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■今後の林業機械の技術開発において、国へ期待すること（FA） 

・以下のような回答があった。（抜粋） 

・林業業界の最大の課題は採算性向上と感じている。そのためには生産性を向上させる必要があ

り、近年は機械化推進を行い、高性能林業機械導入補助を行ってきた。高性能林業機械保有事業

体にヒアリングすると①稼働率が低い②多様化した森林整備を行うためには多種類の高性能林業

機械を保有する必要がある。等の課題が残っている。よって、事業体に保有させる仕組みではな

く、県、地区単位で保有して、その機械のシェアをする仕組みが必要。場合によっては、機械シ

ェアのプロ集団であるレンタル会社に保有させることも必要。 そのために購入助成からレンタル

助成に変化させることを検討すべきである。 

・機械開発補助事業の拡大。 

・機械導入に関して、補助金活用できる制度から、搬出した木材の価格を上げる方式（搬出木材

買取制度）に見直し、林業事業体が本来の仕事で利益を出し、機械を購入できる形式したらよい

と考える。森林所有者が山林の価値（木の価値）を見出し、林業事業体も林業の価値を見出せる

と考える。搬出し利益が出ることになれば、搬出効率も上がると考える。搬出効率を上げるため

に機械の導入も進むと考える。林業事業体が効率的な機械の開発へ目が向き、新しい機械の開発

についての意見が活発化してくると考える。 

・開発事業の実施期間が短いので、複数年化等、開発期間を長く取れるようにしてほしい。 

・機械を移動させる際の規制緩和処置。 

・山の仕事に誇りや自信を持てるようにしたい。そのためには、山林従事者の収入を安定しても

らえるようにしたい。 

・機械開発事業のための調査・試験に対する理解と協力。 

・定期的な機械の検査修理を実施。（建機の特自検のようにメンテナンスが必要） 

 

 

■今後の林業機械の技術開発において、林業事業体へ期待すること（FA） 

・以下のような回答があった。（抜粋） 

・安定した雇用、若年層の採用を行うためにも収入の安定性を高める必要がある。 

・機械開発にあたり、機械を使用する林業事業体の方々の意見が大事である。現状の機械で満足

することなく、機械メーカーに提案をお願いしたい。 

・特に架線系の技術の継承とそれを補助するための機械やシステムの導入を考えてほしい。 
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4. まとめ 

(1) 事業体に対するアンケートおよびインタビュー結果 

・H21 事業体と H24 事業体では、導入後の経過年数が異なるが、導入の成果についてはいずれの

事業体においても「生産性の向上」、「労働安全性の向上」、「林業の魅力の向上」、「人件費の削減」

などが多くあげられるという結果となった。これらは先進または先進的林業機械導入の共通の成

果であると考えられる。特に「労働安全性の向上」については、労働災害を防止するだけではな

く、熱暑や酷寒といった作業環境を回避できることなど労働環境そのものの向上について指摘す

る意見が複数あった。労働環境の向上は「林業の魅力向上」にもつながったとする意見もあり、

今後の林業労働力確保の点でも注目すべき結果と言える。 

・一方、導入の課題については、H21事業体と H24事業体では回答に差異が見られた。H21事業体

では「維持管理・メンテナンス費用」、「故障時の対応」とする回答が多かった。これは、導入後

5年を経過して、実際にメンテナンスや故障の経験を踏まえての回答と考えられる。H24事業体で

は「まとまった事業量（地）の確保」とする回答が多かった。これは、H24 事業では架線系集材

機械を導入した事業体が多く、機械の性能を十分に発揮するためにはよりまとまった事業地確保

が必要であるためと考えられる。 

・導入の課題として両事業に取り組む事業体から共通してあがった回答としては、「オペレータの

養成」、「路網開設」があげられる。導入機械には新規性の高い機械が多いため、オペレータの養

成が必要であることはもちろんだが、ある車両系機械について「建機ベースでないマシンのため

特別な操作を習得する必要がある」とする回答があった点については着目したい。国産林業機械

は建機ベースであるため欧州製に比べパワー等で劣るとする指摘がよくあるが、操作の汎用性や

備品の調達、修理の容易さ、安価な中古機が豊富に入手できる点などは建機ベースのメリットで

もあるといえる。また「路網開設」については、新規に導入した林業機械と既設路網との不適合

や、大型で重量の大きい機械の通行を確保するために高規格な路網の開設が必要となることが費

用面でも技術面でも課題であるとする意見などがあった。 

・現在使用している機械が故障・摩耗した際の導入意向についての設問では、H21・H24いずれの

事業体についても、「導入したい」、「条件があえば導入したい」を併せた回答結果が 7割を上回り、

両事業による導入機械は概ね事業体に肯定的に評価されていると考えられる。また電話インタビ

ューにおける他の地域や用途への展開の可能性についての設問でも、多くの事業体が展開可能と

考えると回答している。これらの結果から、両事業による導入機械は先進性・新規性をもったモ

デル的な開発機・導入機でありながらも、日本の林業現場で十分に受容されており、今後も普及

が期待できるものと考えられる。 

・一方、「導入したくない」と答えた事業体からは、「他の機械の組み合わせで同じ作業システム

を構築できる」とする意見や「路網と機械のマッチングが不十分」という意見が得られた。前者

はどのような機械保有を行うかという事業体の機械保有方針との関連が、後者については事業体

の素材生産事業実施方針との関連があることが示唆される。 

・再導入意向のうち「条件があえば導入したい」と答えた事業体について、条件の詳細を尋ねた

ところ、もっとも大きい条件は「導入（更新）費用が負担できるかどうか」であった。しかしな

がら、「リースであれば導入」、「中古機であれば導入」という選択肢についてはあまり肯定的な回

答は得られなかった。この結果から、林業事業体の経営にとって、先進（的）林業機械の導入は、
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その機械の生産性・効率性を認識していてもなお過大な設備投資と受け止められており、にもか

かわらず、リースや中古での導入についてはあまり想定できないという傾向が推察される。 

 

(2) 林業機械メーカー等に対するアンケート結果 

・林業機械メーカー等に対するアンケート結果からは、導入の成果として、「生産性の向上」、「労

働安全性の向上」、「素材生産量の増大」、「林業の魅力の向上」などがあげられた。概ね、取組事

業体の回答結果と同じ傾向を示しており、開発側とユーザー側とで認識に齟齬はないといえる。 

・一方、導入の課題については、機械メーカー等では全般に回答が低調であった。「故障時の対応」、

「維持管理・メンテナンス費用」については比較的回答が集中したが、これらについては取組事

業体も課題とする意見が多かったことを踏まえると、今後、林業機械の普及を考える上でひとつ

のポイントとなることが示唆される。 

・ユーザーへの研修サービスについては、今回のアンケートに回答のあった 11社では 4社のみが

提供するにとどまった。ただし、回答のあった企業にはアタッチメントメーカーや資材メーカー

等も幅広く含んでいることに留意する必要がある。また、メーカー本体ではなく販売店、ディー

ラーで実施しているという回答もあった。 

・市場ニーズついては、多様なチャネルを通じて把握が行われているようであった。加えて、多

くの機械メーカーがユーザーからの開発要望を受けた経験を有していた。また開発に際して、林

業事業体との連携をもつメーカーも多かった。 

・今後、林業機械関連事業を展開する際に力を入れたい部分に関する設問の回答からは、「新規開

発」、「サービス体制の構築」を第一としながら、「既存製品の改良」、「既存製品の販売拡大」に取

り組むというメーカーの姿勢がうかがえる。ただし、林業機械開発の予算については、今回回答

のあった 10社のうち、林業機械開発のために定常的に予算を確保しているという企業はなかった。

また国の機械開発に対する補助事業についても、「機械開発の補助事業は有益である」、「補助事業

がなければ新規開発は難しい」とする声が太宗を占めている。したがって、林業機械の開発につ

いて、国の補助事業が持つ役割は大きいものと推察される。ただし、国の補助事業については「公

募開始時期が遅く活用しづらい」、「単年度予算のため活用しづらい」という意見も多い。同様の

指摘は、開発のパートナーとして取り組む林業事業体からもなされている。国の補助事業が林業

機械化にもつ影響の大きさを鑑みると、より効果的な補助事業のあり方について検討が行われる

必要もあると考えられる。 

 

(3) 今後の林業機械の技術開発における課題 

・林業事業体、機械メーカー等のそれぞれに対して、今後の技術開発の課題について自由回答方

式で意見聴取を行った。 

・新しい林業課題に対するハード面での開発ニーズについて、双方の意見はあまり一致していな

い。事業体からは、大径材、広葉樹に対応する機械開発が求められているが、メーカーが認識す

る開発ニーズは、木質バイオマス、植樹機械であった。 

・従来型の林業課題に対するハード面での開発または改良のニーズとしては、事業体からは国産

機（特にタワーヤーダ）、クローラ式からホイール式への転換、無人化などがあがった。このうち

無人化や自動運転については、メーカー側でも課題としてあげる回答があった。 
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・車両系作業システムにおいて、先進性の高い作業システムとして、林業専用ハーベスタの林内

走行による作業に取り組んだ事業体が複数あった。比較的傾斜の緩い地域では、作業効率上、ま

た労働安全上、高い評価があった。また機械メーカーに、このようなシステムを支援するための

周辺機械開発を求める意見もあった。一方、傾斜の急な地域では、試行はされたが林内走行は難

しいという結果が得られた。 

・技術開発に関する事業体、メーカー双方の回答結果を通覧すると、ハード的な開発課題以外の

部分を指摘する声が大きい。両者が一致してあげている課題は、路網開設、オペレータ不足（林

業労働力不足）、架線索張り技術の伝承と向上の 3つである。路網開設については、事業体・メー

カーともに、機械化や作業システム構築の前提条件であるとしつつも課題が指摘されている。具

体的には、導入すると機械・作業システムと路網デザインのマッチング、路網作設の技術や規格

などがある。オペレータ不足については、メーカー側には無人化や自動運転、作業の簡素化など

でそれに対応していこうとする姿勢が見られる。事業体側も同様の技術進歩により、労働環境向

上を実現することで労働者確保につなげようとする姿勢が見られる。本格架線の索張り技術につ

いては、メーカー・ユーザーの双方で危惧されている課題である。 

・開発の体制について、機械メーカーに対するアンケートの結果からは、メーカーにはユーザー

から要望を寄せられる機会があり、また連携する事業体もあるとのことだが、自由回答を通覧す

ると、メーカー側からもユーザー側からも、一体となった開発体制の構築が求められていること

がわかる。特にユーザー側からは、林業機械が現場でどのような使われ方をするか理解してほし

いという意見や、納品して完了とするのではなく現場での機械の使用方法等についても指導して

欲しいという意見があった。またメーカー側からも、ユーザーに対して、具体的な改良点や開発

要望をあげてほしいとする意見があった。メーカー、ユーザーの双方にとって、互いの意見をフ

ィードバックする環境があまりないことがうかがえる。調査対象とした 2つの事業では、林業事

業体と機械メーカーの協働体制の構築が必要とされていたが、一部の取組事業体では両者をつな

ぐ役割として都道府県の林業普及指導員や試験研究機関の貢献も見られた。今後、日本の林業機

械開発の基盤を構築していく上で、メーカーとユーザーおよび両者をつなぐ存在の相互連携は重

要なポイントであるといえる。 

・調査の対象となった 2 つの事業では海外製の林業機械も導入された。H21 事業では、現代的な

欧州製のタワーヤーダや搬器、林業専用トラクタ、林業専用ハーベスタ等が、また H24事業では、

大型タワーヤーダが多く導入され、いずれも幅広く注目を集めた。林業事業体に対するアンケー

トおよびインタビューでは、海外機について、費用面やメンテナンス・サービス面で不安を抱え

つつも、性能の高さについて高く評価する意見があった。同様に機械メーカーに対するアンケー

トからも、性能の高さや技術の洗練を評価する意見があった。事業体が評価している点としては

労働安全性の高さや作業能力の高さ（パワーの大きさ）であった。ただし、電話インタビュー等

の結果を総合すると、林業事業体の姿勢としては、海外機の性能を評価してより積極的な導入を

支持する意見と、海外機と遜色ない性能を有する機械を国産で開発することを支持する意見の双

方があり、国産機志向の根拠としては、海外機の導入費用やサービスやメンテナンス面での不安

に加え、日本の林地条件から“小型で使える機械”を希望する意向があるように見受けられた。

この背景には路網作設の問題もある。今後、材の大径化が進む中で“大型で力の強い機械”は開

発のひとつの方向性と考えられるが、今回のアンケート結果を見る限りでは、林業事業体は必ず



 

 
59 

しも機械の大型化に肯定的ではないようである。機械と路網の一体的な整備を推進できるような、

路網デザインや作業システム設計のノウハウについて蓄積や抽象化が必要と考えられる。 

 

(4) 今後の林業機械の技術開発における国への期待 

・林業事業体、機械メーカー等のそれぞれに対して、今後の技術開発における国への期待につい

て自由回答方式で意見聴取を行った。 

・先に述べたように、現状、機械メーカーでは新規開発のための費用が十分ではなく、また、林

業事業体にとって先進（的）林業機械導入は設備投資として巨額である。そのため両者にとって、

開発ないし導入の補助事業が持つ役割は大きく、補助事業の継続的な実施や拡大は期待をあつめ

ているところである。 

・しかし一方で、林業事業体が機械保有のための設備投資を考慮して経営できるようになるため

に経営体の育成を図ることや、またそのような状態に向けた誘導策として、既存の造林補助事業

のあり方を再検討することについても指摘があった。林業機械の保有と路網の作設、事業量の確

保などは連続した課題であり、いずれも事業体の経営戦略上の重要課題であるといえる。事業体

の経営能力を高め、機械化林業に適した経営を行う事業体を育成することは雇用の安定にもつな

がる。この点について、国のモデル的な取組や普及啓発が期待される。 

・また規制に関しても意見が多かった。具体的には道路交通法上の規制（積載量、高さ等）や排

ガス規制などである。これらの点については、引きつづき情報の共有が重要である。 

 

 

 

 

 

  




