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【要旨】

・ 需給両面から日本林業のビジネスチャンスは日増しに高まっている。そのビジネス
チャンスを現実のものとするためには、小規模分散的な所有構造を克服する近代的
な森林経営システムを構築すること、生産性の抜本的な向上が不可欠である。
・ 木材生産は機械と人件費がその経費の大部分を占めることから、その生産性・採算
性は、機械の能力次第といっても過言ではないほど、機械の能力が決定的に重要で
ある。
・ このため、狭い林内での操作性や、不整地での積載性・走行性能など、林業機械に
要求される基本性能要件を満たす機械の開発ないし輸入を急ぎ、地形に合った作業
システムの構築と、それにふさわしい路網整備を推進する必要がある。
・ 作業システムを構築するうえでは、機械の組合せは最大２台までであること、機械
間の工程間格差をなくすような機械の能力および路網設計とすることなどの原則
が明確にされなければならない。
・ 林業機械の抜本的な見直しは急務であるが、いずれの対応をするにせよある程度時
間がかかることから、現状では可能な限り路網整備を急ぎ、その両側を無理のない
範囲で利用していくことが、当面急ぐべき対応である。
キーワード： 林業機械、生産性、ビジネスチャンス、日欧比較
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日本の林業機械と作業システムの課題
１．はじめに
戦後植林した木がようやく利用可能な段階に入りつつあることに加え、世界的な木材資
源需要の高まりにより外材が入りにくくなってきていることなど、木材をめぐる需給両面
での環境の大きな変化から、日本林業のビジネスチャンスは日に日に拡大している。
このビジネスチャンスを現実のものとするためには、①小規模所有構造を克服する近代
的な森林経営システムを構築すること、②戦後考え出された 40 年前後で植林した木をすべ
て伐採して収穫するという短伐期皆伐から、間伐により木を循環して利用する長伐期非皆
伐施業へと転換すること、および③欧州に比べて大幅に劣る林業の生産性を抜本的に向上
させることなど、現代林業を成立させるための条件を整備していくことが不可欠である。
このうち、①と②についてはすでに研究レポートにて分析してきたので、本稿では、日本
林業の低生産性の最大の要因となっている林業機械の問題について取り上げる。
２．固定費をカバーできない日本の林業機械
林業にとって、機械の能力は他の産業

図表 1

林業と土木の現場直接経費の推移
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(出所)Austrofoma2007,土木学会地震工学委員会作成資料 。

それをいかにうまく使いこなすかにかか
っているといえる（本稿でいう木材生産経費は林道端まで）。
たとえば、図表１は木材生産の現場経費と高架橋建設の直接工事費の構成比を比較した
ものである。木材生産経費は、林業機械が完成されており、その標準化が進んでいる欧州
の事例である。これによると、木材生産では機械経費と人件費で現場経費が占められてい
るのに対し、高架橋建設では材料・資材費の比率が高く、直接工事費に占める機械と人件
費の比率は合わせても 55％でしかない。
このことはまた、林業においては、生産性の高い林業機械の開発とそれを効率的に利用
する事業量の確保や路網などの基盤が整備されれば、どこにおいても一定の生産性を上げ
られやすくなり、木材生産の合理化が一気に進む可能性が高いことを意味する。
ところが、日本の林業機械は、現状では採算性のとれないものがほとんどである。
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上記のとおり、木材生産経費のほとんどは機械経費（機械償却、メインテナンス、燃料）
と人件費からなっており、変動費は燃料費程度で、経費のほとんどは固定費であるが、日
本の林業機械ではこの経費をカバーできない機械が多い。
その典型は、現在日本で導入が進んでいる、スイングヤーダ、プロセッサ、ハーベスタ
という機械セットである。これは、チェーンソーで伐採し、スイングヤーダという架線を
使った機械で集材し、これをプロセッサで造材、さらにフォワーダという機械で土場まで
集材するというシステムである。
この機械セットは図表２のとおり、約 4,500 万円であり、その年間機械経費はおおむね
1,540 万円になる。このシステムでは通常 4 人体制が必要となるので、人件費 1 人 500 万
円として総人件費は 2,000 万円となり、機械経費と人件費の合計は約 3,540 万円となる。
他方で、この機械セットによる年間可能生産量は 3,000 ㎥程度にすぎず、木材価格が１
㎥当り 1 万円という現実があるにもかかわらず、生産経費だけで 12,000 円もかかってしま
う。このシステムでは、仮に現在の補助金（機械購入経費半額補助、木材生産 3,500 円/㎥）
を前提としても 6,800 円かかる。これに輸送費 2000 円や市場経費などを除けば所有者に還
元することもやはり困難で、この機械で何とかつじつまを合わせようとすれば、補助金上
乗せや人件費のカットといった手段なしには不可能となってしまう。
これに対し、ヨーロッパの機械はどうか。これを、2007 年 10 月にオーストリアで開催
されたオーストロフォーマでの資料などを基に見てみよう。このシステムの組合せ価格は
約 8,000 万円と上記日本の機械セットの倍近い価格である。この結果、機械経費だけでも
年間 3,200 万円かかる。ところが、オーストリアの機械セットでは、必要とされるオペレ
ーターが 2 人なので、人件費は 1,000 万円と日本の半分になることから、この機械セット
の年間経費は 4,200 万円となる。他方で、この機械の年間可能木材生産量は最低でも 15,000
㎥なので、これをベースとして立方当り経費を計算すれば、3,000 円となり、十分に採算が
取れることになる。
日本では機械の価格ばかりに注目が集まるが、木材生産の採算性は、機械経費・人件費
と年間可能生産量とで計算した立方当り生産経費で判断されるべきであり、機械の絶対的
な価格だけを比べても意味
はない。
また、機械が唯一の生産

図表 2 機械セットにかかわる年間経費の日欧比較
項目

性に大きな影響を与える要

機械セット価格
機械経費
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メインテナンス・燃料
人件費
総経費

因となる。特に林業は現場

生産可能量

ごとに状況がさまざまであ

立方当り生産経費

設備といえる木材生産にお
いては、機械を使いこなす
オペレーターの能力も採算

単位
万円
万円
万円
万円
万円
万円

（注）
1.
2.
3.
4.

日本
オーストリア
4,500
8,000
1,540
3,200
900
1,600
640
1,600
2,000
1,000
3,540
4,200

m3

3,000

15,000

万円

11,800

2,933

り、機械を使いこなすには、 （出所）富士通総研作成
高度な技術力のみならず、
現場ごとの判断力も求めら
れる。このため、機械を使
って生産性を上げるには、

（注） 1. 日本は、スイングヤーダ、プロセッサ、フォワーダの組合せ。4,500万
オーストリアは、傾斜地用ハーベスタ、フォワーダの組合せ。8,000万
ハーベスタNeuson28.8万€、フォワーダWelte21万€。
2. 定額、５年。
3. 日本は寿命7年、オーストリアは5年、係数1で計算。
4. 社会保障費等を含む雇用主負担総人件費。
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技術力の高いオペレーターを養成することはもちろん、技術者のモチベーションを高く保
つことも重要で、欧州では林業技術者は一般の工場労働者よりも賃金水準が高い。たとえ
ば、オーストリアではチェーンソーなどの伐採で時間当たり総人件費（社会保障などを含
んだ雇用主が負担する総人件費）23 ユーロ（約 3,700 円）、林業機械のオペレーターで 29
ユーロ（約 4,600 円）となっている。1 日 8 時間、年間 220 日労働として、雇用主が負担
するオペレーター総人件費は約 800 万円である。
これに対し、日本の森林組合などでは現場の賃金水準を 300 万円前後とする例も少なく
ないが、これでは家族を養うには相当に厳しく、能力のある若い人を山村にひきつけるこ
とは困難である。
上記雇用主負担の 1 人当たり総人件費を 500 万円（税込み年収で約 400 万円）としたの
は、日本において持続可能な形で林業機械を使った木材生産活動に従事できる最低水準と
して設定したものである。
３．木材伐採・造材用機械の日欧比較
次に、日本の林業機械の問題を、欧州の機械と比較しながら具体的に検討する。
木材生産の作業工程は大きく、①立木を伐採し、その枝を払い、所定の長さに伐る造材
の工程と、②造材した木をトラックで輸送できる土場まで運び出す集材の工程からなる。
林業機械も、伐採・造材用の機械と、集材用の機械に分かれる。
伐採・造材の機械は、ハーベスタと呼ばれる。立木を直接つかんで伐採し、その場で造
材まで行う機械である。また、ハーベスタから伐採の機能を省略したプロセッサという機
械も日本では多い。プロセッサは基本的に伐採した木を広い土場に集め、造材のみを集中
して行う機械である。国際的に見ると、プロセッサは米国や発展途上国の天然林伐採など、
皆伐の現場で使われることが多く、欧州では伐採から造材までを行えるハーベスタがほと
んどである。また、日本の場合、皆伐ではなく間伐が主体となることから、これから必要
とされる機械はプロセッサというよりは、ハーベスタである。以下では、プロセッサも含
めて、ハーベスタと呼ぶことにする。
ハーベスタは狭い林地を走行するため車幅も限られるが、ベースマシンからアームを横
図表 3

欧州のホイール式ハーベスタ

（注）最低地上高を確保すると同時に、前後のバランス、アームの旋回性能、バランス等を
考慮して林内作業・走行性能に優れた設計になっている。
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に出して作業することが

図表 4

オーストリアの山岳用ハーベスタ

多く、車幅が狭くても重い
木を持ち上げてバランス
を崩さないような構造と
することも重要である。こ
の点、欧州のハーベスタは、
駆動力部分とハーベスタ
のアームとを前後に配置
し、かつ、アームの取り付
け位置を低くする、アーム
が細く軽いなどの設計で
バランス性能を高めてい
る（図表 3）。さらに、ア
ームは可能な限りリーチ
が長いことも不可欠であ

（注）日本と同じクローラータイプながら、林内走行用に最低地上
高が高められると同時に、重心も低くバランスを保つ工夫もされて
る。

り、伸縮式の構造で７～10
ｍ届くよう設計されている。
また、欧州のハーベスタはベースマシンが林業用に専用設計されたホイール式であるた
め、最低地上高も高くとれ、林地走行性能に優れた設計となっている。他方で、山岳用の
クローラータイプのハーベスタもあるが、その場合でも、最低地上高を高くするとともに、
下に燃料タンクを設置し、それを分厚い鉄板で覆うなどして、安全上の配慮のみならず、
重心を低くしてバランスを保つ工夫をしている（図表４）
。しかも、アームを含め上体を自
動的に水平に保つ機構となっているので、操縦性に優れると同時に、アームの旋回も安定
することから、傾斜地であっても使い勝手が優れるのみならず、残存木を傷つけにくい構
造となっている。
日本のハーベスタは、こうした条件をいずれも満たしていない。そもそも、建設用機械
をベースマシンとして、アームもそのまま建設用のものを使っているだけであり、それに
ハーベスタのヘッドを付け変えているだけのものである。建機はそもそも狭い林内での作
業を考えて設計されておらず、アームも基本

図表 5

日本の林業機械

的にベースマシン前方での作業であり、掘削
などで頑丈さは要求されるものの、ベースマ
シンからアームを横に向けて丸太などの重
いものを処理する、アームを伸ばす、などの
機能はもともと考えられていない。
この結果日本の機械は、アームを垂直に上
げることができず、法面の上を処理しにくい、
アームを旋回させると立木にぶつかりやす
く旋回しにくい、バランスを崩しやすいなど
の問題があり、林地内で使いこなすのは困難

（注）日本の林業機械は建機をそのまま利用して、
ヘッドだけを交換したものが多い。林内では使い
にくい。

である。
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４．集材用機械の性能要件
他方、作業道や林内で造材された丸太を土場まで集材する代表的な機械がフォワーダで
ある。集材用の機械である以上、フォワーダに要求されるのは、スピードと積載量である。
また、集材の工程は伐採・造材された丸太を積み込んで、土場まで運び、これを積みおろ
す作業からなっており、基本的にこの工程をすべてフォワーダは一台行えなければ効率が
大幅に落ちてしまう。このため、フォワーダにはグラップルがついていることが不可欠で
あり、その使い勝手も重要である。
これらを欧州と日本のフォワーダで比較してみよう。
欧州製フォワーダの特徴は、そのベースマシンが林業用の専用設計のホイールタイプで
あることである。これに対し、日本製は現在では建設用機械を改造したクローラータイプ
であり、この点が決定的に異なる。
まず、積載量、スピードともにホイールタイプのほうが優れることは言を待たない。た
とえば、図表でみると、欧州製、日本製ともに自重はそれほど変わらないが、積載能力で
は倍近い差が出る。また、欧州製は舗装道であれば時速 35km で走行可能であり、クローラ
ータイプの 3 倍以上のスピードで走れる。
また、欧州製は運転席およびエンジンと、荷台の車体を分離して中折れ式にしており、
車体の長さの割に小回りがきくような設計ともなっている。これはまた、ホイールベース
が長くでき、不整地での走行性能にも優れることを意味する。このため、欧州製フォワー
ダは一定の傾斜までなら直接林地に入っていけるのであり、これがまた作業効率を大幅に
高めることに貢献している。
他方で、日本のフォワーダは全長が短いことから不整地走行ではバランスを保ちにくく、
また最低地上高が低いため切り株を乗り越えにくい。このため、あくまでも作業道でしか
使えず、フォワーダを効率よく使おうとすると相当の路網密度が必要となる。
また、フォワーダにグラ

図表 6

ップルをつけるためには、

フォワーダの日欧比較

ベースマシンがホイール式
であることが前提である。
というのは、グラップルを
つければその分重心が後ろ
に移動するが、クローラー
タイプでは全長が短いので、
荷台が後ろに移動すること
になり、丸太を満載した場
合バランスが大きく崩れ、
危険になる。
さらに、グラップルの使
い勝手にも雲泥の差がある。
欧州製では、フォワーダの

ドイツ：自重9トン、積載量9ト
ン、走行スピード時速35km。
日本：自重9トン、積載量5ト
ン、走行スピード時速9ｋｍ。

運転席がそのままグラップ
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ルの操縦席をかねており、しかも、運転席が 180 度回転するため、走りながら造材された
木を効率よく集めていくことができる。また、アームが伸縮式であることから、集荷範囲
も広い。
これに対し日本製は、グラップルの能力が低く、伸縮もしないものが多いため作業効率
が大幅に劣る。しかも、グラップルの操縦席が荷台を見下ろす高いところにあるため、オ
ペレーターがグラップルを使おうとすれば、運転席から降りて、操縦席に乗り換えなけれ
ばならず、走りながら材を集めることもできない。
この結果、日本のフォワーダに付いているグラップルは効率が上がらず、フォワーダで
の集材作業を効率化しようとすれば、別途グラップル単体の機械を用意せざるを得ないの
が実情である。
なお、日本では小さい機械をほしがる傾向にあるが、ハーベスタであれ、フォワーダで
あれ、機械の大きさは、合理的な生産性・採算性・安全性などを総合的に判断して決定さ
れるべきであり、機械の小ささから設計をするものではないことを十分に理解しなければ
ならない。
５．欧州で当たり前の作業システムが日本で存在しない
上記、ハーベスタ・フォワーダを組合せれば、木材生産すべての工程を機械で処理でき
る作業システムとなる。この組合せは、双方の機械の生産性をあわせやすく、オペレータ
ーも 2 人ですむことから、もっとも生産性

図表 7

が高く、かつ、採算性に優れたシステムで

欧州の完全機械化作業システム

ある。
実際、欧州では、ハーベスタのアームが
届く範囲を 10ｍとしてその両側 20ｍ間隔
で機械が直接林内に入り、伐採・造材を行
い、その後をフォワーダで積み込んで集材
するという完全機械化の作業システムが完
成しており、高い生産性を誇っている。
このシステムの利点は生産性だけではな
い。キャビンでのエアコン付の作業となる
ため天候に左右されにくく、機械が高価な
ものの安定した稼働率を達成できることか
ら立方あたりの機械費用を低く抑えること
ができること、小径木でも採算が取れるこ
と、安全性が高いことなど、生産性・採算
性のバランスに優れ、林業労働の安全性か
らも優れたシステムである。
この機械で対応できるのは、地形が平坦
であること、木の太さが一定以下であるこ
（注）ハーベスターで伐採・造材し、フォワーダ
で搬出する。通常、35％の傾斜まで対応。

とが条件であるが、気候条件から大径木生
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産がなく、地形が平坦なフィンランドでは、木材生産の 95％がこのシステムによるものと
なっている。
もっとも、最近では運転席が傾斜地でも自動で水平状態を保てる自動チルト機構のベー
スマシンができるなどのイノベーションの進展により、傾斜 35％まではこのシステムで対
応可能になっており（図表 7）、山岳林業中心のオーストリアでも木材生産量 1,900 万㎥の
うち、300 万㎥までがこのシステムによるものとなっている（2006 年）。オーストリアにお
けるこのシステムでの間伐の生産性は、傾斜地なのでフィンランドに比べ劣るが、それで
も 1 日 60 ㎥～150 ㎥である（6.4 時間稼動）。
ハーベスタ、フォワーダは日本でも一般に普及している機械であり、北海道や東北、富
士山ろくなど、このシステムで対応可能な地形は少なからず存在するが、両者を組み合わ
せた完全機械化システムを実用化させている事例は一つも存在していない。それは、日本
の林業機械のベースマシンが建設用機械であり、林地を直接走行することができないこと、
アームも林内での操作に適していないことのためである。
他方、林地走行が難しい傾斜地や、1 本当りの材積の大きいところでは、ハーベスタ・フ
ォワーダのシステムでは対応できず、チェーンソーでの伐採となる。その場合、伐採した
木は造材せず、そのまま土場まで集材することになる。
そのための代表的な機械が図表 8 の複合機械である。伐採した木をグラップルで直接つ
かみ、これを丸太をはさむクラムバンクに載せて、そのまま集材するものである。また、
この機械にはワイヤー（ウィンチ）がつ

図表 8

ドイツの複合型林業機械

いていて、アームが届かないところは、
伐倒した木にウィンチをかけて引き寄せ
る方法をとる。重要なのは、この一連の
プロセスを一つの機械で行えることであ
る。そうでないと、別途、そのための機
械が必要となり、効率性が大幅に劣って
しまう。
日本にはこのような複合機械は存在せ
ず、個別の機械となってしまう。たとえ
ば、スキッダと呼ばれる機械である。こ
れはグラップルを大きくしたものであり、
これを効率よく使うには伐採した木を一
箇所にあつめておく必要があるが、スキ
ッダにはその機能がないので、別途グラ
ップルを使うとか、ハーベスタないしプ
ロセッサを使う必要がでてくる。特に間
伐で使おうとすると、きわめて中途半端
な機械となってしまう。
そもそも、集材に関してはこれにかか
わる工程をすべて 1 台の機械で処理でき
なければ複数の機械が必要となり、工程

（注）傾斜地でも走行できる。ウィンチ、グラッ
プル、クラムバンクスキッダを備えており、各機
能の能力も高い。集材の工程をすべて、この1台で
行える。
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管理が複雑になるなどで、効率は大幅に落ちてしまう。機械の開発に際しては、この点に
十分に留意すべきである。
また、欧州の複合機械についているウィンチは強力であり、かつ、乱巻きになりにくい
構造となっていること、フェアリードと呼ばれるウィンチの角度を自動で調整する機能が
ついているなどで、その使い勝手にも優れる。これに対し、日本のウィンチは、乱巻き防
止機能もフェアリードもついていない簡略なものである。
６．架線系システム
地形が急で一定以上の路網密度とするの

図表 9

プロセッサ付きタワーヤーダ

が困難な傾斜地では、上記いずれの方法で
も対応できなくなるので、架線を使うこと
になる。
これは、チェーンソーで伐採し、その木
を運搬するのに架線を使い、これをプロセ
ッサないしチェーンソーで造材し、そこを
そのまま土場として、トラックに直接積み
込むという方法である。
かつての架線は、設置だけで何日もかか
る大型の本格架線だったが、現在では車両

（注）材がたまるので、トラックや製材工場と
の調整が生産性を大きく左右する。

系のベースマシンに搬機を載せるタワーヤ
ーダ、ないしはトラクターの動力などを応

用した集材機（ラジキャリ）が主流となっている。
架線集材は重い木を持ち上げて運ぶため、機械が転倒しないよう控え索といって、機械
をアンカーで固定する必要があること、十分な強度を持った立木（先柱）を見つけて滑車
をつける作業が必要なこと等で、索張りには一定の時間を要することから、1 回の索張りで
一定以上の範囲を集材できることが採算性確保の前提となる。架線集材は、欧州では最低
でも 200～300ｍ線を張り、架線の両側 30ｍ、計 60ｍくらいまでを横取りして、一回の索張
りで実質的に１ha 以上をカバーすることによって効率を高めている。
欧州の山岳地帯では、グラップル機能を強化したプロセッサをつけたタワーヤーダ・プ
ロセッサが普及してきている（図表 9）。これは、搬機が稼働しているときにはオペレータ
ーはプロセッサによって造材できることから、オペレーターの稼働率を高めることができ
る。この場合、プロセッサの処理能力に負けないだけの架線集材能力（積載量・スピード）
が必要となる。
また、架線集材は一箇所に材が大量にたまるので、材を輸送するマネジメントが重要と
なってくる。特に架線は通常地形の複雑な山間地域で使うので、トラック運転手の能力や
輸送のタイミング等、複雑な要因が絡んでくる。
このように、架線系の機械は技能のみならず、全体のオペレーション等、高度なマネジ
メント能力が要求されるものである。
日本では 10 数年ほど前にタワーヤーダが導入されたが、普及しなかった。これは、①タ
ワーヤーダを使いこなすには一定以上の技能が必要なこと、②先柱などに強度の高い立木
8

が必要だが、日本では弱齢林が多く、先柱となりうる立木が見つけにくいこと、③1 回の施
業で比較的大きな面積が必要となるが施業集約化がほとんどなされておらず、そのような
施業地が少なかったこと、④3.5～４ｍ程度の幅員のトラックの通れる基幹道での作業とな
るが、そのような路網が未整備だったこと、などの複合要因によるものである。
タワーヤーダにかわって日本で普及してきているのが、冒頭で紹介したスイングヤーダ
である。これは、グラップルのアームをタワー代わりにし、簡易索張り方式で地曳きする
もので、タワーヤーダとウィンチ集材の中間的な機械である。これは以下のとおり問題が
多く、抜本的なイノベーションが必要である。
・ 重量物を運ぶ架線に不可欠の控え索を不要とした分、1 回に運べる量が少なく、スピー
ドも遅いため、集材機械に要求される基本性能要件を満たさない。
・ このため、何とか効率的に集材できる距離が 60～70ｍしかなく、これでは高密路網とあ
まり変わらない路網密度が必要となってしまう。
・ 控え索を用いない簡易架線集材である分、機械が中途半端で材積が大きくなってくると、
危険で使えない。一般に架線方式で採算をあわせようとすると材積を大きくして効率化
をはかることが不可欠だが、木が太くなると使えなくなる機械であることが、この機械
の問題を象徴している。
・ 簡易架線であるがゆえに、重量のある搬機をつけられないため横取りができず、索張り
の下の木しか取れない。つまり、列状間伐しかできない機械である。列状間伐は過密林
分に対する緊急避難的な間伐方法であり、あくまでも 1 回限りのものである。つまり、
継続的に利用できる機械ではない。
・ スイングヤーダで集めた材をさらにフォワーダで運搬することも行われているが、これ
は 2 段集材となり、工程管理が複雑になりすぎるなどで、理論的な生産性が劣る。この
システムが固定費すらカバーできないことはすでに最初に分析したとおりである。
このように日本では架線集材は技術も機械も開発途上の段階であり、また、林分も、必ず
しも架線集材に適した状態にはなっていないなどで、これから本格的に検討が必要となる
作業システムといえる。
７．高い生産性を支える安定した事業量と路網
木材生産の効率を左右するのは、機械の能力だけではない。稼働率を安定させるだけの
十分な事業量の確保や、作業システムにあった路網が整備されていることが不可欠である。
まず、事業量については、生産性の高い欧州では機械１セットにつき年間 200ha は必要
で、10 年で一巡するとなると機械１セットにつき 2,000ha 以上の事業地が必要となる計算
である。しかも、作業システムは地形・径級にあった機械の組合せではじめて、所期の生
産性・採算性を達成できるものであり、単に 200ha の事業地があればすむというものでは
なく、その作業システムにあった 200ha の事業地でなければならない。
この点、欧州ではそのためのシステムが整備されているが、日本では事業量を確保する
システムが存在していない。このため、保有する機械を地形に関係なく利用し、生産性が
あがらない、採算が取れないのみならず、機械に合わせて伐採を行うため、残った山がぼ
ろぼろになってしまうということが日常的におきている。本来、傾斜地で使うべきスイン
グヤーダを、緩傾斜地で使う、林分に関係なく列状間伐を行うなどはその典型である。
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図表 10

また、地形に合わせて機械をいくつか用

地形・作業システムに応じた路網

林内走行用に設計されたフィンランドの路網

意しているものの、十分な事業量の確保が
ないがゆえに、個々の機械の稼働率が低く
なるケースもある。この場合、瞬間的には
生産性が上がるかもしれないが、機械経費
がかさむため、採算がとれないことになる。
林業機械は地形に合わせて使うのが鉄
則であり、特に日本のように地形が多様で、
それに合わせて利用する機械を変える必
要があることから、それだけ余計に事業量
を確保する工夫が必要とされる。

ドイツの緩傾斜地における高密路網

また、作業システムは架線も含め、すべ
てそれに適した路網が整備されていなけ
れば能力を発揮できない。図表 10 は、欧
州におけるそれぞれの作業システム・地形
に合わせた路網の衛星写真である。
たとえば、ハーベスタ・フォワーダのシ
ステムが木材生産の 95％を占めるフィン
ランドでは、ハーベスタの生産性にあわせ
るにはフォワーダの集材距離を平均 300ｍ
オーストリア山岳地帯の路網

とすることが必要で、フィンランドの路網
は、これを前提として設計されている。
また、それほど傾斜がきつくなく、ひだ
も入りくんでいないドイツ南部では一定
の間隔で高密に路網が整備されているし、
オーストリアのアルプス地帯ではドイツ
のような高密の路網は困難だが、それでも
等高線上に路網が整備されている。
これら欧州諸国が路網整備を推進して
きたのは、戦後の一定期間である。たとえ
ば、ドイツでは現在、零細所有者を中心に
林業離れが進展しており、これをサポート

（出所）Google Earthより

図表 11

する組織として所有者の共同組織である

6,000

森林連盟の重要性が高まっているが、この

5,000

組織は 60 年代に木材価格の下落により生

4,000

産性向上の必要に迫られた小規模所有者

3,000

が、近隣の所有者を説得し、路網を整備す

2,000

ることを目的に設立されたものである。

1,000

km

0

このような欧州の路網整備は、統計がと
れるフィンランドの新規路網開設距離の

フィンランドの新規路網開設距離の推移
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1990 1995 2000

（出所）METLA Finish Statistical Yearbook of Forestry
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2005

推移に端的に現れている。これをみると、フィンランドでは、60 年代から積極的な路網整
備への投資が行われ、90 年代後半に入りそれが一段落したのがわかる。
８．日本と欧州の作業システムの比較
欧州の作業システムは、それぞれの工程の独立度が高いこと、機械を組み合わせて使う
場合、その組合せは 2 台までで、しかもそれぞれの機械の間の生産性格差が極力生じない
ようになっている。
たとえば、ハーベスタ・フォワーダの完全機械化システムの場合、現場で働くのは 2 人
のみであり、かつ、両者の間に生産性格差がほとんどないこと、ハーベスタとフォワーダ
の工程はそれぞれ独立しており、機械が必ずしも同時に動く必要はないことなどから、工
程管理に特別な工夫は必要とはされない。
また、複合機械の場合、先行してチェーンソーで伐採しておき、あとで機械が適当な時
期に集材すればそれですむので、その段取りもそれほど難しいものではない。
他方、架線系についても、最近ではタワーヤーダにプロセッサをつけた機械が開発され
るなどで、オペレーションそのものは以前ほどには難しくなくなってきている。ただ、機
械が稼働する路上に材がたまるので、タイムリーにその材を輸送しなければならず、架線
系システムにおいては他のシステムとは異なる工程管理能力が要求される。
これに対し、日本の機械は造材の機械であるハーベスタの処理能力が高い反面、フォワ
ーダなどの集材機械の生産性がそれに追いつかず、これがボトルネックとなって生産性が
上がらない、工程管理が複雑になるなどの問題を引き起こしている。
このため、ハーベスタ・フォワーダというセットで機械を動かせば、フォワーダの生産
性を超えることができず、年間生産量は 4,000 ㎥がせいぜいである。これはハーベスタの
能力の半分も発揮できないことを意味する。
反面、ハーベスタの生産性にシステムをあわせようとすれば、フォワーダが複数必要に
なり、複数の現場を同時進行させる必要がでてくる。このため、高度な工程管理能力が要
求されることになる。
現状、このような高度な工程管理で生産性を上げているのは、京都の日吉町森林組合で
ある。これは、高密路網を構築して、道の両側をチェーンソーで伐採、ハーベスタで造材
して、フォワーダで集材するというシステムである。9 人で年間 1 万㎥、1 人当り 1,100 ㎥
生産しており、日本で間伐でこれだけの実績を上げているところはまれである。
日吉町森林組合が保有する木材生産の機械はハーベスタ 1 台、フォワーダ 2 台、グラッ
プル 4 台である。このような構成になっているのは、ハーベスタの生産性が年間 1 万～1.5
万㎥と最も高いが、フォワーダがその半分程度の能力しかないこと、フォワーダについて
いるグラップルを使うとさらにハーベスタの生産性に追いつかないことから、グラップル
単体の機械を丸太の積み下ろしに使っていることのためである。これら機械のオペレータ
ーとチェーンソー伐採合わせ 9 人のオペレーションである。
つまり、日吉町森林組合のシステムではハーベスタの生産性にあわせるため、全部で 7
台の機械を組み合わせているのであり、このため２～３の現場を同時並行して進行させる
ことによって、ハーベスタ、フォワーダが可能な限りフル稼働するよう工程管理を行って
いる。この結果、ハーベスタ 1 台で 1 万㎥を処理しており、ハーベスタの能力を相応に引
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き出している。
しかしながら、このような高度な工程管理は、誰でもが容易にできるわけではない。日
吉への視察研修が頻繁に行われてきたものの、未だに日吉に匹敵する生産性・生産量を達
成する事業体がなかなか出てこない大きな要因の一つはここにある。
仮にここに欧州製のフォワーダを導入するとすれば、フォワーダとハーベスタの生産性
とは一致し、林業機械はハーベスタとフォワーダのみで足りることになる。これはまた、
全体の作業人数も減らすことにもつながる。この結果、工程管理の複雑さからはかなり開
放されることになり、より使いやすいシステムとして普及が一気に進む可能性が高い。
これによるコスト低減効果も無視できない。たとえば、日吉では現状ハーベスタ 1,400
万円など機械の購入価格は総額 6,000 万円程度に達している。他方で、欧州製のフォワー
ダは現地価格 20 万ユーロ（3600 万円前後）と高価なものの、これに必要なのはハーベス
タだけとなるので、合計では約 5,000 万円とむしろやすくなる。しかも、人件費も軽減さ
れることから、総コストは現在よりもかなり下がるだろう。
このように、日本では、フォワーダのイノベーションが生産性向上に果たす役割が大き
く、まずはフォワーダの開発ないし輸入を急ぐ必要がある。
９．林業機械の日欧格差の背景
それでは、日欧間で林業機械の能力にはどうしてこのような格差ができてしまったのだ
ろうか。
第一は、間伐による木材生産の考え方が希薄で、間伐用機械に対するニーズも大きくな
かったことである。
森林資源が本格的に利用できるようになるのは植林してから 40～50 年たつころからだが、
従来、日本の人工林のほとんどがそれ以下であり、本格利用できる状況になかった。しか
も、生産性の高い機械を導入すれば年間最低でも 100ha の事業地が必要となるが、そのよ
うな事業量を確保するシステムそのものが不在だった。
反面、それまでの木材生産は皆伐によるものが主体で、林業機械も皆伐を前提としたも
のに開発の主眼が置かれていた。
このようなことから、間伐用の生産性の高い機械開発に対する要求そのものが小さかっ
た。
また、林業機械の購入の多くは高額の補助金によるもので、特に森林組合などでは現場
とは関係なしに林業機械の選定・購入が決定されるなどが日常茶飯に行われており、需要
サイドからメーカーにイノベーション圧力がかかりにくかったことも指摘できよう。
第二は、メーカーの違いである。
日本の林業機械メーカーのほとんどは建機メーカー由来であり、ベースマシンはクロー
ラータイプをそのまま使っている。ところが、林業機械のベースマシンに要求される性能
は、狭い林地や不整地での走行性能やスピード・積載量等であり、クローラータイプでは
これらに対応できない。これに対し、欧州の林業機械は農業用のトラクターをルーツとし
ており、ベースマシンがもともと林業用に向いていたといえる。
また、日本のメーカーのほとんどがもともと建機メーカーであり、林業用機械は主力商
品ではない場合が多い。これに対し、欧州のメーカーは林業機械専業が多く、規模も 50 人
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図表 12 ドイツ林業労働・林業技術センター（KWF）によるハーベスタ評価例

（出所）http://www.kwf-online.de/deutsch/pruef/pruefergebnisse/aasm/kranvollernter/3782_04e.pdf

前後のオーナー経営企業であるため、ユーザーの声に耳を傾け、製品に反映させようとす
る意欲が強い。
さらには、欧州には、アーム（Loglift、Cranab）やハーベスタヘッド（Keto、LogMax）
など一定のパーツに特化したメーカーも存在していることから、自らはベースマシンの開
発などに集中するなどして得意分野に特化する企業がほとんどである。
第三は、林業機械を客観的に評価する仕組みが存在しないことである。
たとえば、ドイツでは、連邦・州政府が出資するドイツ林業労働・林業技術センター（KWF）
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という組織があり、林業機械の技術評価を行っている。
図表 12 は KWF のハーベスタの技術評価の事例であるが、そこでは伐採・造材性能、燃費、
操作性等の項目にわたる評価結果が、インターネットのホームページにて公開されている。
そもそも林業機械の利用者は小資本事業主が多く、機械を比較検討する時間も手段も限ら
れている。だからこそ、KWF が評価を行うことによって、機械購入に際してユーザーが的確
な判断ができるような情報サービスを提供しているわけである。
KWF はまた、地形・樹種・径級別の作業システムの標準工程表も作成している。このよう
な作業システムの標準形があれば、誰が見ても、生産性・経費の適切な見積もりができる
わけである。このようなシステムがほとんど整備されていない日本では、現場は自己流で
四苦八苦することになるし、また、担当者や能力によって生産性が大幅に異なることにな
る。
さらに、KWF の会員は 1300 社・人に達しており、ユーザーのニーズをメーカーにつなぐ
などの橋渡しをするのも、その主な機能である。なお、KWF は機械の開発は行っていない。
これに対し、日本には、林業機械化協会があるが、メーカー会員が圧倒的に多く、自ら
も機械開発を手がけるなどで、その役割・位置づけがあいまいである。
10．林分と機械の開発段階による当面の対応
これから輸入するなり、開発するなりで本格的な林業機械の普及をはかるにしても、そ
れには時間がかかることから、その間の対応も重要である。
この問題は、いまの林齢や 1 本当たり材積などの林分状況と密接な関係にある。現状で
は、整備が行き届いていない森林が多いことから 1 本当たり材積が 0.3 ㎥前後と小さく、ハ
ーベスタ・フォワーダで完全に機械化できる地形以外では採算性を確保することは相当に
厳しいが、反面、そのような林分でも、道を入れつつ間伐すれば、次回間伐する 10 年後に
はその倍くらいの材積になる段階にきている。そうなると、今度は架線やウィンチでも採
算が合うようになるだろう。しかも、10 年あれば、林業機械のイノベーションも相当に進
むはずである。つまり、この 10 年で路網を入れて間伐を行えば、10 年後の次回間伐時の生
産性は飛躍的に向上するはずである。
こうした人工林資源と林業機械の現状を踏まえれば、可能な限り路網を整備して、その
無理のない範囲で集材するというのがもっとも現実的な対応である。ハーベスタのアーム
５ｍ、樹高 20ｍとして、その両側 30～50ｍは無理ない範囲で集材が可能であるし、作業道
を走るだけなら、建設機械をベースマシンとするいまのハーベスタであっても支障は生じ
ない。また、林業用のアーム開発は比較的短時間に対応可能であり、そうすればアームの
リーチが 10ｍとなるので、集材範囲もさらに両側で 10ｍ広がることになる。
他方で、向こう 10 年間で林業の基盤をある程度整備しようとすれば、年間 3,500 キロの
道を構築していく必要があり（人工林面積 1,000 万 ha のうち 700 万 ha を生産林として、
10 年後の路網密度を 50ｍ/ha とすることを目標と仮定）、その道の両側を合わせて 50ｍ範
囲で集材すれば、それだけでも年間 17.5 万 ha の面積、1,000 万㎥の木材生産（ha あたり
の出材量 60 ㎥を想定）が可能となる計算である。また、ハーベスタの届かない先の路網両
側 50ｍを切り捨て間伐で対応すれば、この方式による全体の間伐面積は 35 万 ha にまで拡
大する。
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一方、北海道や東北、富士山麓、九州南部などでは、ハーベスタ・フォワーダによる林
内走行で欧州並みに生産性を上げられるはずの地形が相当な面積存在するが、ハーベス
タ・フォワーダともにベースマシンとアームがそれに対応していないと、林内走行は困難
である。このため、当面は路網構築し、無理ない範囲を集材するという上記手段とならざ
るを得ないが、その場合、将来の林内走行を前提とした路網設計とすること（可能な限り
等高線に沿って道を入れ、機械が山頂に向かって林内走行する設計）が大事である。
その一方で、ハーベスタ、フォワーダを輸入して林内走行の生産性の高さを示して、普
及をはかることも不可欠だろう。
なお、作業道の開設コスト 2,000 円/ｍとして 3,500 キロの路網を構築すると、それに必
要となる予算は単純計算で 700 億円となる。ただし、これはあくまでも林業機械用の作業
道であり、実際には、このうちの何割かはトラックが通れる基幹作業道とする必要がある
ため、その分を考慮に入れる必要がある。
日本の人工林のほとんどは手入れ不足で林分も様々であるうえ、路網が未整備なことか
ら、すぐにこの生産性を達成することは現実的ではない。手入れ不足の林分において生産
性を追及しすぎると、むしろ、いい木を伐ってしまったり、間伐率を異常に高くしたりな
どで、将来の収穫を先食いすることになりかねない。このような本末転倒の間伐は、厳に
慎まなければならない。
間伐で重要なことは、長期的な林業経営の中で将来どのような林型を目指すのかであり、
まずは劣性木の伐採を適切に行い、森林を健全にすることが最優先されるべきである。

（参考文献・資料）
・ 梶山恵司 2004「21 世紀日本の森林林業をどう再構築するか」富士通総研経済研
究所『研究レポート』No182
・ 梶山恵司 2005「ドイツとの比較分析による日本林業・木材産業再生論」富士通総
研経済研究所『研究レポート』No216
・ AUSTROFOMA und AUSTROFOMA Bioenergie 2007,
Landwirtschaftskammer Niederösterreich、2007
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