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１．イノベーションによる林業の将来像

林業イノベーション現場実装推進プログラム（概要）
林業が抱える、低い労働生産性や高い労働災害率といった課題解決に向けて、ICT等を活用したス
マート林業に留まらず、新技術を活用した「林業イノベーション」の推進が重要。このため、本プログラムを
策定し、林業イノベーションの現場実装を加速化。※2019年12月10日公表

２．各技術のロードマップ
(例)伐採作業の自動化

３．技術実装の推進方策

【タイムライン】

開発 実
証

市
販

化

2019 2022 2025 遠隔操作が可能な伐
倒作業車を2018年か
ら開発中

 伐倒木をレーザで検知
し、自動で移動・伐倒を
行う技術開発が必要

伐採・搬出の将来像（例） 造林の将来像（例）

 自動化機械による省力・軽労化で３Ｋ林
業（きつい、危険、高コスト）から解放

（効果）

自動伐倒作業車

木材生産性
が2倍以上

 機械化や造林方法の見直しで人手、
金がかかる造林作業の負担を軽減

ドローンによる
苗木運搬

下刈作業の
機械化

下刈の効率
が10倍以上

苗木の運搬
効率が約8倍

市
販
化

（効果） （効果）

推進方策(例)
 林業高校の生徒等がスマート林業技術等を
実践的に学習

 実用化された森林情報システムや、林業機械
等の現場導入を支援

 森林資源・境界情報のデジタル化等に必要な
仕様・情報基盤を整備

自動走行フォワーダ
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• 人口減少社会を迎える中、あらゆる産業分野で人手不足が懸念されており、先端技術の活用による生産性向上の取組が進展。

• 森林・林業分野でも、レーザ計測等を活用した資源情報の把握、伐採や集材の自動化など新技術を活用した多様な取組が各地で展開さ
れつつあり、「林業イノベーション」に対して大きな期待。

• このような中、新技術の現場への導入を加速化するため「林業イノベーション現場実装推進プログラム」を策定。

■ 林業イノベーションに対する期待

• 成長の良いエリートツリー等の活用

により、収穫期間の短縮を図るととも

に下刈り回数の低減など造林コスト

の低減に期待。

従来品種に
比べ２倍の
初期成長

従来品種 エリートツリー

• 航空レーザによる４点/㎡計測や空中

写真で、材積と立木本数、樹種、単木

ごとの樹高など詳細な資源量を把握。

• 調査に係る手間の大幅削減に期待。

樹冠層

地表面

樹高

• ＡＩが集材木を認識して自動で荷掛

け・搬送・荷下ろしできる架線式グ

ラップルを開発中。

• 集材作業の生産性と安全性の向上

に期待。

航空
レーザ

• レーザ計測データや情報端末を活用

した木材検収ソフト等による生産管

理システムの標準化に取組中。

• 伐採計画、進捗管理、在庫管理など

の生産管理の効率化に期待。

自動集材機

高度な資源情報

伐採計画等
の作成

検収
システム

森林クラウド

物流
管理

生産管理システム

■ 林業イノベーション現場実装推進プログラム

• 新技術の現場への導入を加速化するため、「林業イノベーション現場実装推進プ
ログラム」を策定し、令和元年12月、政府の「農林水産業・地域の活力創造本部」
にて了承。

〇 林業イノベーション現場実装推進プログラムの概要

レーザ計測等による資源情報把握 林業機械の自動化

ＩＣＴ活用による生産管理エリートツリー等の活用

空中写真レーザ解析

• 我が国の林業を変える新技
術として、スマート林業等に
よる伐採・造林、木質新素材
の開発による林業の将来像
を示す。

① 林業の将来像 ② 新技術の展開方向
(各技術のロードマップ) ③ 技術実装の推進方策

• 技術毎に、その開発等の現
状や課題を整理するととも
に、普及に向けた今後の見
通しを示す。

• 林業新技術を林業現場に実
装するために推進すべき施
策や取組を示す。

• 新技術の導入による省力化、
効率化等の効果を提示

• 新技術を5分類17項目に整理
• 開発、実証、普及の2025年ま
でのタイムライン、その現状と
課題について整理

• 林業新技術について「知る」
「試す」「導入する」「実践環
境を整備する」「発展させる」
に区分して方策を整理

〇林業経営者
林業現場に最も適した
新技術を選択し導入

〇技術開発者(企業、研究機関)
新技術やサービス等の普及に
向けた開発

〇関係機関(行政、団体)
新技術の開発、実証、普及
に必要な施策の立案・実行

期待される効果

※ 「林業イノベーション現場実装推進プログラム（令和元年12月）」より抜粋

（令和2年11月16日開催林政審議会資料）

林業への新技術の活用に向けた芽吹き
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高性能林業機械の保有状況の推移

フェラーバンチャ

161 

ハーベスタ

1,849 

プロセッサ

2,069 

スキッダ

115 

フォワーダ

2,650 

タワーヤーダ

152 

スイングヤーダ

1,082 

その他の高性

能林業機械

1,581 
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注１）林業事業体等が自己で使用するために、当該年度中に保有した機械の台数を集計したものであり、保有の形態（所有、他からの借入、
リース、レンタル等）、保有期間の長短は問わない。

注２）平成10年度以前はタワーヤーダの台数にスイングヤーダの台数を含む。
注３）平成12年度から「その他高性能林業機械」の台数調査を開始した。

H30年度計
9,659台

全国の素材生産量に対する高性能林業
機械を用いた素材生産量の割合
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過去事業での開発機械

造 林
植 栽 下 刈地 拵

⑤地拵えアタッチメント付きフォワーダ ⑥リモコン式造林作業車 ⑦造林用多機能アタッチメント ⑧乗用式造林作業車

１台のベースマシンで、下刈
り・苗木運搬・伐根粉砕に対
応。
造林作業の軽労化・効率化に
寄与。令和２年末時点で1４台
販売、

地拵え・植栽・下刈りの
３種の造林作業を機械化。
造林作業の軽労化・効率化
に寄与。植栽機能の向上を
図るために改良予定。

コンテナ苗用の穿孔アタッチメ
ントの開発と遠隔操作を実現。
造林作業の軽労化・効率化に
寄与。現在開発中の遠隔・小
型下刈り機をベースマシンにし
て製品化予定。

アタッチメントの付替えにより地
拵えや苗木運搬等に対応し、
造林作業の軽労化に寄与。
「伐採・造林一貫作業システ
ム」の普及に伴う需要増加を見
据えて、機体を改良予定。

伐採・搬出

運 材

①リモコン式伐倒作業車

伐 採 集 材

④アタッチメント式タワーヤーダ③油圧式集材機②自走式搬器 ⑤グラップル付きフォワーダ

急傾斜地にも進入でき、遠隔操作
での伐倒・搬出が可能。
伐倒作業の軽労化・安全性確保に
寄与。令和３年度以降の製品化に
向けて改良中。

油圧・電子式の制御により集
材作業の操作を容易化。
集材作業の軽労化・安全性確
保に寄与。令和２年末時点で
３台販売、

アタッチメント化した支柱により
効率的な架線集材が可能。
今後増加が見込まれる大径木
の集材の効率化に向けて、牽
引力や安定性向上のために改
良予定。

搬器の遠隔操作・自動走行に
より集材作業を効率化。
集材作業の軽労化・安全性確
保に寄与。令和２年末時点で20
台販売。

地拵えや苗木運搬等の造林
作業にも対応可能な一台二役
のフォワーダ。
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【開発機の概要】

・作業者は安全な場所から、手元のモニターで車両に
搭載したカメラの映像を見ながら、リモコン操作で車
両の走行、伐倒、搬出、集材作業を行うことが可能。

・車両グラップルが立木を掴んだ後、伐倒するまでは
機械が自動で作業。（リモコン操作は不要）

・車両の走行速度にシンクロしてワイヤーの繰出し、
巻取りを制御できる補助ウィンチを装備しており、こ
のワイヤーに補助された車両は、傾斜40°の林内でも、
安定走行、作業することが可能。（傾斜30°までは補
助ワイヤーなしでも作業は可能）

急傾斜地等にも進入できる小型ボディーと走破性を有し、遠隔操作で伐倒・搬出作業を行う
作業車を開発し、労働災害が多く発生している伐倒作業の安全性の確保、軽労化を図る。

リモコン操作による林内走行 搬出作業

遠隔操作用モニター付き
リモコン

補助ワイヤーを使用した
急傾斜地での作業

伐倒作業

森林内に進入し伐倒を行うリモコン式伐倒作業車の開発
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【開発機の概要】

・AIが集材木を認識して自動で荷掴みを行うとともに、油圧
式集材機のワイヤロープの繰り出し・巻き取りもAIが制御す
ることで、自動での搬出・荷下ろしが可能。

・架線式グラップルに搭載したカメラ映像を見ながら、安全
な場所からリモコンでの遠隔操作も可能。

・搬器の走行やグラップルの上下運動から発電した電力を、
グラップルで掴む作業とＡＩコンピュータ制御、通信などに
利用。

自動搬出

リモコンにより油圧式
集材機とグラップルを
操作

制御が容易な
油圧式集材機

画像解析と集材機の制御を行うAIを導入し、自動で集材木を認識し、荷掴み・搬出・荷下ろし
ができる架線式グラップルを開発し、集材作業の安全性の確保、軽労化、効率化を図る。

グラップルに搭載したカメラの映像 自動荷掴み 自動荷下ろし

架線集材作業の自動化に向けた技術開発
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苗木運搬作業 傾斜地での下刈作業

【開発機の概要】

・機械化が進んでいない造林作業につ
いて、１台のベースマシンで複数の造
林作業に対応。

・植栽用穿孔アタッチメントは、傾斜
地でも鉛直方向に穿孔可能。

・下刈用アタッチメントは、笹・雑草
の刈り払いに加え、走行の支障となる
伐根も粉砕。

・苗木運搬用アタッチメントは、傾斜
地でも常に水平を維持。

・植栽間隔1.8m（約３千本/ha）の造林
地の下刈りができる小型機を開発中。

・この機械は、傾斜40°の森林内でも
走行可能。車両底部の高さを10cm確保
し、足場が悪い現場にも対応。

アタッチメントを交換することにより、１台で地拵えや下刈りなどができ、傾斜地でも走行可能
な小型・遠隔操作式の造林用作業機械を開発し、作業の安全性の確保、軽労化、効率化を図る。

伐根粉砕作業

コンテナ苗植栽用の
穿孔作業

森林内で作業が可能な造林用機械の開発
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Stem length (cm)
2370

Diameter (mm)

414
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204 cm32 cm
234 cm

380 cm

380 cm

234 cm
204 cm

205 cm
206 cm

205 cm

Tree species: Karamatsu
Stem nr: 21

Showing Filtered values

材径・材長・品質・
作業位置などの
取得データを送信

搭載する品質評価技術

丸太の曲がりを知りたい
レーザーによる形状測定

丸太の密度を知りたい
荷重計による重量測定

丸太の強度を知りたい
応力波による音速測定

測定データは品質に応じた価値最大採材プランに反映

最適採材を行うハーベスタの開発
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供給予測

輸送配送計画

稼働時間管理
メンテナンス

情報共有

需要者

開発ハーベスタ

市販ハーベスタ

データを取り出し需要者と共有できるシステムを構築

現状で得られるデータの高度利用方法を検討

・木材需給に関する協議会の選定

・需要者のニーズ把握

・情報高度利用のためのデータ共有に効果的な

データセットの解明

情報高度利用システムの検証と評価

（株）コマツ

(国研)森林機構

（株）南星機械

直材判定システム

材質判定用測定センサ

１．ハーベスタの高度化

（１） 品質判定総合システムの開発

作業機に取り付け

２．品質評価技術の開発

（２） :直材判定システムの開発

曲がりを自動判定

（１） 長尺材評価技術の開発

広島県立総合技術研究所

（２） 音速評価システムの開発

原木の強度を判定

（株）坂本電機製作所
技術

実装のための設計開発

３．情報高度利用システムの開発と検証・評価

（株）南星機械

（３）：情報高度利用システムの検証・評価

（２）：情報取得と高度利用方法の提示

（１）：情報高度利用システムの開発

（株）南星機械

強度と曲がりを
判定可能な次世代ハーベスタ

(国研)森林機構

（３） 密度推定システムの開発

（株）南星機械

原木生産者

最適採材を行うハーベスタの開発

9



作業道作設作業のマシンガイダンスの開発

10

開発目的

達成目標

５年後の市販化を目指すシステム・センサなどの機器構成を簡素化・確実性向上

達成された
目標

レーザーセンシングやICT技術等を活用し、森林路網作設時に掘削位置の
可視化・路面強度の評価を行う支援システムの開発
情報化施工によって初心者作業を支援し、路面強度不足を解消

路面の硬軟判定による
締固め不足箇所の抽出

掘削位置のガイダンス 画像からの３次元点群
モデル作成

キャビン内のモニタに掘削
位置を表示して作業支援 走行時の振動加速度から

路面の硬・軟を判定

締固め不足箇所を見える化

路面強度の向上

作成したモデルから
横断面図を作成

出来形測量の省略

• 掘削機械の姿勢を把握する
ためのセンサ類の取付け、
データ取得の簡素化

• 抽出精度の向上
（路面凹凸や曲線の影響によ
り抽出精度低下）

• 簡易かつ正確な絶対座標
付与

• 3次元点群を取り扱うため
の廉価なソフトウェア

残された課題

森林内の３次元点群
振動加速度センサ

２Ｄ表示

３Ｄ表示



作業道作設作業のマシンガイダンスの開発（システムの概要）

ガイダンスPC
キャビン内に設置

オペレータが画面タッチで操作
（一部のモードのみ）

Android端末
オペレータが所持

TS操作（振り向き・視準）
モード切替

上部コントロールボックス
上部旋回体IMU

ブーム・アーム・バケットIMU
のセンサ値をガイダンスPCへ送信（WiFi接続）

下部コントロールボックス
路面支持力
振動加速度計

のセンサ値をガイダンスPCへ送信（WiFi接続）

ZigBee

農研機構生研支援センター生産性革命に向けた革新的技術開発事業
「作業道の情報化施工に関する実証研究」R2.11.27現地検討会資料（一部加工） 11



作業道作設作業のマシンガイダンスの開発（ガイダンス画面）

農研機構生研支援センター生産性革命に向けた革新的技術開発事業
「作業道の情報化施工に関する実証研究」R2.11.27現地検討会資料（一部加工） 12



生産年齢人口の減少

○女性、高齢者でも作業が容易。
○機械操作に技能、経験を問わない。

《
作
業
ニ
ー
ズ
》

通 信

AIロボッティクス

効
率
化

省
人
化

センシング

制御工学

テクノロジー

労働人口減少対策
・女性、高齢者の活用
・入職障壁、技能習得障壁の低減

林野庁機械開発事業の
これまで・これから

作業量は今後増加する。
作業（環境）の質も、
きつく、厳しくなる。
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森 林 ク ラ ウ ド

ICTやAI等による作業の自動化・無人化
自動選木・自動伐採・自動荷掛・自動集材・自動品質区分・自動積込

現地状況の把握・分析・判断・指示をワンオペで

遠隔操作により
自動で選木・伐採

得られたデータを活用し、運
材を効率化

クラウドに資源情報等を集
積、生産管理システムに活

用
森林現況・林地台帳・衛星画
像・計測情報・育林情報・収穫
予想・市況・需要予測等

現地情報をビッグデータとして集
積し“伐って、使って、植える”

作業に活用

AI制御の電動ロージンググラップルにより
路網インフラ低位な奥地でも効率集材

GPS等により自動
走行・自動荷下し

販 売運 搬伐 採境界情報の把握 集 材

直送

状況に応じて
機械力を活用

ドローンによる
苗木運搬

人力が基本である
下刈りを機械化

ICT活用で遠隔で
捕獲状況を把握

リモートセンシング技術による
間伐優先度の把握や間伐適期の判断

地 拵 え 調 査獣害防止植 栽 つる切 ・ 除 伐 ・ 間 伐 等下 刈

エリートツリー等
の活用

ICT等の導入により徹底した自動化を追求することで、生産効率の劇的な向上と労働災害の根絶を実現

生 産 管 理 シ ス テ ム

デジタル森林情報の整備・活用

様々なデータを
集積・分析・活用

森林GIS・クラウド

人員・機械配置
現場進捗管理 ・基礎的な森林情報

・森林境界データ
・レーザ計測データ
・運材業者、納材先

・生産量予測
・工程・進捗管理
・日報管理
・事業別損益計算
・売上・経費情報管理

〇森林情報・業務情報 〇各種機能

運材計画

生産管理システム
通信による
安全管理

)))

資源情報の把握

航空レーザー計測やドローン
による資源情報の把握

レーザー計測・デジタル管理に
よる境界の明確化

生産計画の作成

出材情報

取得した森林情報を高度
に利用するために、森林クラ

ウドへ情報を集積

センシング技術の
飛躍的な向上

詳細な資源情報の把握

生産管理システム

苗木生産

用土を用いず発根させる
挿し木苗生産技術

捕獲

都道府県等 林業経営体

無人ヘリ等
による集材

日常的な管理・点検業務にドローンを活用

樹冠疎密度分布図

（令和2年11月16日開催林政審議会資料）

林業イノベーションによる作業オペレーションの将来像
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資源等調査 Cloud 型 森林 GIS

林業イノベーションによる作業オペレーションの進化

販 売

買
い
た
い
人

情報バイヤーへの業態転換
ICTで需給マッチング
商取引のコーディネート

商談がまとまれば土場から直送

大規模工場

苗木生産原種増殖育 種

生産現場はICT/AIの導入により徹底した自動化を追求
生産効率の劇的な向上と労働災害の根絶を実現

センシング技術の飛躍的な向上
ICTやAIにより資源の質/量に加え、

将来予測も可能に

病虫獣害/気象害の遠隔探査
太陽光給電や水素燃料の実装
アクセスの悪い奥山でも低コストで

売
り
た
い
人

工芸

規模を問わない地域産業
の活性化と利益配分地域の中小

製材工場
/工房等

バイオマス

製材
合板

新素材

ICT/AIフル活用による作業の自動化/無人化
自動選木/自動伐採/自動荷掛/自動集材/自動品質区分/自動積込

現地状況の把握/分析/判断/指示をワンオペで

センシングにより
自動で選木/伐採 システムは集積データ

をAIに伝達/最適稼働
需給情報の分析/最適化

自動化機械が現地の
センシング成果等を
Cloudに格納/集積

高速増殖プラントゲノム編集技術 植物工場

モニタリング情報や
育林記録情報を

Cloudに格納/集積

システムは集積データ
から最適情報を提示

Cloud型森林GISに森林資源の現況から
市況/需要情報まで格納し、分析/最適解を

森林現況/林地台帳/衛星画像/計測情報/育林情報/収穫予想/市況/需要予測 etc.
まさに国家森林資源情報としてのACT as MultipurposeDB（多用途データベースとして作動）

現地情報の集積によりビッグデータとして“伐って/使って/植えて/育てる”

AI制御ドローン/ロージンググラップル
路網インフラ低位な奥地でも効率集材

GPS等により
自動走行
自動荷下し

間 伐 主 伐主 伐主 伐 搬 出 造 材 運 搬

位置情報測位

造林作業改革のためのセンシング技術のフル活用
自動化機械や支援ツールの開発

地拵えは簡易型/植栽したらほぼ手入れ省略/付加価値向上の保育を限定して
獣害対策はICTやAIをフル活用/造林資材は再生可能原料を木質で

遅れている造林分野の自動化/低コスト化
人力作業への依存度の高い造林分野は高度化よりも簡素化/省略化が鍵

バーチャル
木材市場

直送

状況に応じて
機械力を活用

位置情報取得
低密度植栽
単木保護

林業イノベ
の中枢

地 拵 え 下 刈 つる切 / 除伐 / 枝打ち調 査獣害防止植 栽 間 伐

GPS等により
苗木荷役
を自動化

位置情報により
下刈を自動化AIドローンにより

獣害状況を
自動探索/監視

AIドローンにより
保育タイミングを監視

群制御により作業を自動化

センシングAIにより
成育状況を観測
間伐適期を判断

育種の高速化による供給能力強化
先端技術の駆使による優良品種の育成

ゲノム編集技術で品種改良
苗木増産のための原原種増殖技術

苗木生産は植物工場で

ドローン間伐
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林業成長産業化総合対策のうち
林業イノベーション推進総合対策 【令和３年度予算概算決定額 967,308（1,050,270）千円】

（令和２年度第３次補正予算額 36,265,200千円の内数）

＜事業の内容＞ ＜事業 イ メ ー ジ＞
1. 林業イノベーションハブ構築事業 35,000（ー）千円
イノベーションプログラムの実現のため、産学官のプラットフォームを構築します。

2. 戦略的技術開発・実証事業 130,209（194,000）千円
林業機械の自動化、木質系新素材等の戦略的案件の開発・実証を支援します。

3. 開発技術の実装
① スマート林業構築推進事業 126,669（211,669）千円

ICT等先端技術を現場レベルで活用する実践的取組を支援します。
② 先進的造林技術推進事業 13,620（10,000）千円
造林分野への異分野技術等の導入促進の取組を支援します。

③ 国有林林業イノベーションモデル実証事業 143,686（156,803）千円
国有林での森林資源データの整備や情報通信基盤整備等の実証を実施します。

4. 普及に向けた環境整備
① 森林資源デジタル管理推進対策 175,300（182,300）千円
レーザ計測等による森林資源・境界情報のデジタル化等を支援します。

② ICT生産管理推進対策 19,541（30,000）千円
森林資源データの解析・管理手法の標準仕様の作成等を支援します。

③ 早生樹等優良種苗生産推進対策 128,008（128,824）千円
早生樹母樹林の保全・整備や採種園の造成等を支援します。

④ 先進的造林技術推進事業 98,546（136,674）千円
造林事業での低コスト技術やリモートセンシング技術の活用等を推進します。

⑤ 木材生産高度技術者育成対策 96,729（ー）千円
ICT等を活用した森林整備・路網作設ができる高度技術者等の育成を実施します。

＜対策のポイント＞
林業イノベーション現場実装推進プログラム実現のため、産学官のトップランナーから成るプラットフォームを構築するとともに、自動化機械や木質系新素材等
の開発・実証、スマート林業や先進的造林技術等の開発技術の実装、森林資源デジタル管理や高度技術者育成等の普及に向けた環境整備を行います。
＜政策目標＞
○ 自動化等の機能を持った高性能林業機械の実用化（９機種［令和６年度まで］）
○ 森林施業の効率化・高度な木材生産等を可能とする「スマート林業」や低コスト造林モデルの導入（全都道府県［令和６年度まで］）

○ICT等先端技術、異分野
技術の活用、導入

開発技術の実装

異分野人材による事業開発への支
援等

情報共有

山元と川下の需給情報をリアルタ
イムで共有

ニーズとシーズ
をマッチング

企業、ベンチャー等

戦略的技術開発・実証
○自動化機械、新素材等の
開発・実証

普及に向けた環境整備
○早生樹母樹林の保全、低
コスト造林技術の展開等

レーザ計測での資源情報把握

早生樹・
エリートツリーの
活用等

ドローンに
よる苗木運搬

造林関係者
セルロース
リグニン等 工業用素材に利用

生産性向上、労災防止に資す
る自動化機械の開発

木の成分を使用した新素材の技術
開発・実証等

産学官のトップランナーからなるプラットフォームを設立。各事業への助言や技術開発の方
向性の提言等、PDCAプロセスを支援

林業イノベーションハブ構築事業

［お問い合わせ先］
（１、２、４⑤の事業） 林野庁研究指導課（03-3501-5025）
（３①、４①②の事業） 計画課 （03-6744-2300）
（３②、４③④の事業） 整備課 （03-3502-8065）
（３③の事業） 経営企画課（03-3502-1027）

＜事業の流れ＞
市町村

民間団体等
定額

（１、２、３①②、４②③⑤の事業の一部）

（４①③④⑤の事業の一部）

国

定額、1/2

委託、定額

定額、1/2 都道府県
民間団体等

都道府県

※３③、４①③⑤の一部の事業は、国有林において直轄で実施

（４①④の事業の一部）

※ このほか、令和２年度補正予算「合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策」において伐採・
造林作業の自動化・遠隔操作技術の導入・実証等を支援。
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2025年を目途とした『林業イノべｰション現場実装推進プログラム』に掲げる技術開発、基盤データの環境整備、普及等を着実に進め、
林業の成長産業化を実現する。その推進機関として林業イノベーションハブセンター（Mori-HUB）を設置し、全体を統括・支援する。

スマート林業（イノベーション）の推進体制

普及に向けた環境整備

□ＩＣＴ生産管理システム（民間団体）
□デジタル情報整備（都道府県）
□自動ＵＡＶによる境界巡視（国有林）

□先進的造林の実証（都道府県）
自走式下刈機など実証的造林

□リモセン技術の実証

□早生樹（民間団体・都道府県）
原種増殖及び種穂生産施設等の整備

林業者がデジタル技術を活用（林業DX：Forestries as a Service）して、需要者（川中）、消費者（川下）が求める「価
値」を提供することにより、山村地域が主体の森林・林業経営の発展（所得の増大、環境・国土の保全等の公益的機能の
高度発揮等）を実現。

目的

□スマート林業（民間団体）
➔ＩＣＴを活用したモデル的な取組
➔マニュアル、情報サイト、相談窓口
□先進的造林（民間団体）
造林における異分野技術等導入
➔参加人数等の規模を拡大

開発技術の実装

□国有林での普及・実証
➔スマート林業構築・普及展開
➔ＧＩＳ高度化推進/レーザ計測
➔民国連携ＩＣＴ等活用実証
➔情報通信基盤整備実証
➔再造林技術実証・普及
➔労働安全技術普及

我が国の林業を変える新技術として、ス
マート林業等による伐採・造林、木質新
素材の開発による林業の将来像を示す。

林業の将来像
技術毎に、その開発等の現状や課題を
整理するとともに、普及に向けた今後
の見通しを示す。

新技術の展開方向

林業新技術を林業現場に実装するために
推進すべき施策や取組を示す。

技術実装の推進方策

R I N H U B

産学官（行政/研究機関/林業経営者/林業事業体・団体等）のアドバイザリー集団が、林業に係る戦略的技術開発・実装等の検討、
指導、助言、検証といったPDCAプロセスを支援する。

□機械・新素材開発（民間団体）
➔AI等による無人化・自動化機械開発
バイオエコノミーに資する
新たなビジネスモデルの構築

➔山間地対応型の通信環境整備
➔先進的な林業者等と連携した

実証・実演、知財保護支援

戦略的技術開発・実証

施策の展開

イノベーションの推進を
支える環境を整備

〇関係機関（行政、団体）
新技術の開発、実証、普及に必要な施策の
立案・実行

〇技術開発者（企業、研究機関）
新技術やサービス等の普及に向けた開発

〇林業経営者
林業現場に最も適した新技術を選択し導入

技術的な助言

新技術の導入による省力化、効率化等の効果を検証

新技術を「知る」「試す」「導入する」
「実践環境を整備する」「発展させる」に区分して方策を整理

民国連携し、地域一体
で複合的な実装推進

役割

期待される効果
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林業イノベーションの近未来像
ICTやAIといったデジタル最新技術を駆使（林業DX：Forestries as a service）し、安全な労働環境の提供、作業の効率化はもとより、
高齢化や少子化といった社会的問題へ対応し、さらに、利益配分の適正化による森林の持続的利用の実現を図る。

ＩＣＴ・ＡＩも活用し
商取引を仲介

受電
基地局

高圧送電線網

どんな山間部でも
活用可能な

大容量通信情報
システムの開発 電力幹線から

基地局を通じた
非接触型
給電・蓄充電

通 信

電 力

全ての作業機材の電化・燃料電池化動力・燃料

資源情報と需要情報の把握により
複数者間での最適な需要・供給のマッチングや

生産管理へのオーダーにより
ICT活用型商取引のコーディネート

超優良品種の
開発速度の倍増
育苗期間の半減

苗木の
植物工場

超優良品種の開発速度の倍増

伐 採 ・ 造 林

流 通

育 種 ・ 育 苗

木質マテリアル

車両系・架線系いずれも伐採～造材
を一人で可能とする自動化林業機械

木材生産

ＧＰＳ連動型の自動植栽
下刈り・生育管理システム

造 林

重量物運搬可能なドローン
や小型ロボットの協調

による奥山からの木材搬出

搬 出デジタルツイン・ドローン計測
による森林・野生鳥獣管理

森林管理

ICTにより
木材のグレーディングを
正確・スピーディーに

仕 分 け

地域立地型工場の
ビジネスモデルの構築改質リグニン

バーチャル木材市場

異分野からの
技術応用

育苗期間を
２～３年➜１年に

情報

情報
生分解性

ツリーシェルター
低密度植栽・無間伐を可能とする

エリートツリー苗木の供給

地産地（外）消のモデルを確立し
中山間地の活性化を目指す

ＶＲ

デジタルツイン
仮想空間上で森林管理を

シミュレーションし、最適解を算出
最終的には川下のトレサまで ドローンによる資源計測

獣
害
状
況
探
査

捕
獲
罠
の
監
視

苗木の
自動運搬

伐
採
木
の

自
動
選
定

中間土場

需要側

ゲノム編集技術 大規模工場

地域の中小製材工場/工房等

合板

製材

バイオマス

直 送

保湿性を高めた化学繊維 機能性塗料 高強度化した地盤改良材

実証プラントの完成による
技術移転レベルの完成

セルロースナノファイバー

変色・割れ
に強い 耐

候
性
向
上

強度向上

軽量な自動車用部材 低コストな電子基板 高性能モーター用の絶縁材料

抽出成分を含む木材フル活用
に向けた利用価値の探求

ポスト
リグニン

軽量・低環境負荷・生分解性の
エンジニアリング・プラスチック等

選別/マッチング輸送

工芸

買
い
た
い
人

売
り
た
い
人

軽い！強い！
燃えにくい！
加工しやすい！
そして脱石油！

電動林業機械

移動式太陽光発電

供給側

重量物の
自動運搬
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〇関係機関（行政、団体）
新技術の開発、実証、普及に必要かつ的確

な施策の立案・実行とその加速化

〇技術開発者（企業、研究機関）
新技術やサービス等の普及に向け、コン

ソーシアムの結成により実装を加速

〇林業経営者
林業現場に最も適した新技術を選択・導入
し、利益の上がる林業の確立と地域の活性

化を実現

目
指
す
効
果

・理学・工学等の異分野や海外での先進
技術の開発状況調査

・先進分野での知的財産権の取得状況の
調査・分析

・林業分野での新技術の導入・開発の方
向性の検討

開発方針の策定

・大学・研究開発法人・企業での林業
関連技術の進展状況の調査・分析

・イノベーションプログラムのロード
マップのアップデート検討等

・機械メーカー、事業体等への
新分野の開拓、事業化支援

・企業等への技術移転を前提
としたのマッチング

国

事業化支援

異分野の技術探索

・有識者からなる専門委員会を形成し情
報提供

・専門家からの意見聴取

先進技術方策の検討

アドバイザリーコミッティ

分科会

自動化機械

知財部門

弁理士を含む

分科会

Mori-Hub

助
言
・
支
援林家

事業
体

企業

○2025年を目途とした『林業イノベーション現場実装推進プログラム』に掲げる技術開発、基盤データの環境整備、普及
等を着実に進め、林業の成長産業化を実現するため、異分野の技術探索や先進技術方策の検討を行う「林業イノ
ベーションハブセンター（Mori-Hub（森ハブ））」を設置。

○先進技術の導入促進のための理学・工学等の異分野の技術探索を行うとともに、産学官の様々な知見者によるア
ドバイザリーコミッティにおいて、林業の戦略的技術開発・実装等に向けた意見・提案を聴取し、国に
よる開発方針の策定や事業化支援等の方策に活用する。

分科会

地域林業政策 etc.

等

林業イノベーション推進総合対策のうち

林業イノベーションハブ構築事業（新規） 【令和３年度予算概算決定額：35,000（－）千円】
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林業イノベーション推進総合対策のうち

戦略的技術開発・実証事業（新規）
危険・きつい・高コストの３Ｋ林業からの解放や、 「林業・木材産業」の枠を超える新たな技術・価値を創出するため、
林業機械の無人化・自動化、通信環境整備、新素材などの戦略的案件の開発・実証を補助事業により実施する。

・伐採・集材・運材や造林作業の自動化・遠隔操
作化機械の開発・実証
・森林内で利用可能な通信技術の実証
・林業機械の電化・ハイブリッド化及び電力供給シ
ステムに関する開発・実証
・小型機械の協調・共同作業（群制御）技術の
開発・実証
・ウインチアシストシステムなど傾斜地対応技術の
開発・実証
・マシンガイダンス技術の開発・実証

・木材由来の新素材の実用化に向けた技術開発
・森林に由来する再生可能資源や生分解性資源によって、化
石資源による温室効果ガス排出を転換させる技術の開発

木材由来の
新素材

機械・新技術の開発・実証

・ドローン・GPSによる運搬システムや、
下刈り作業へのAR（拡張現実）の活
用等のソフト開発
・ICT等を活用した作業システムの実証

林業機械

その他
未知の技術

ソフトウェア等の開発・実装

・既存のサプライチェーンの枠にとどまらない、バイ
オエコノミーの観点にたったビジネスモデルの提案
と実証、実用化サポート
・木材由来の新素材に関する実証プラントを核
とした実証

新素材の開発

新素材の実証

資源に転換

新素材開発

林業機械や木材由来の新素材開発・実証

技術の検証・実証

○先進的な林業者と
連携した実証・実演
○知的財産保護支援

技術革新による林業の省力化・軽労化
新たな価値の創出による魅力的な産業へ

新たなビジネスモデル

【令和３年度予算概算決定額：130,209（194,000）千円】

自動化機械の開発 森林内での通信技術の実証

ドローンでの運搬システム
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＜事業の内容＞ ＜事業 イ メ ー ジ＞

１．先進的林業機械緊急実証・普及事業 200,000千円
先進的林業機械を活用し、伐採・造林作業の自動化や遠隔操作技術を進めるととも
に、当該機械を中心とした作業システムを事業規模で実証し、現場の実情に応じた改
良を行う取組を支援します。

２．森林づくりへの新技術導入・実証事業 120,000千円
ドローンやICT等の新技術を活用した革新的な森林づくりの実現に向け、造林分野の
課題解決のための異分野技術の導入実証や低コスト造林モデルの普及促進を支援し
ます。

合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策のうち
林業分野における新技術推進対策

＜対策のポイント＞
合板・製材・集成材の国際競争力の強化に向けて、生産性向上に資する革新的な新技術の早期の導入を可能にするため、先進的林業機械の実証、林業
現場のニーズに応える異分野の技術導入等を推進。
＜事業目標＞
国産材の供給・利用量の増加（30百万㎥［平成29年］→40百万㎥［令和７年まで］）

［お問い合わせ先］林野庁研究指導課（03-3501-5025）
林野庁整備課（03-3502-8065）

＜事業の流れ
＞

【令和２年度第３次補正予算額：320,000千円】

国

民間団体等
定額

１．先進的林業機械緊急実証・普及事業（イメージ）

民間団体等
定額・委託

定額

民間団体 （１、２の事業の一部）

（２の事業の一部）

２．森林づくりへの新技術導入・実証事業（イメージ）

■ 異分野技術の導入実証 ■ 低コスト造林モデルの普及促進

現地実証・
プロトタイプ作成への支援

造林現場に特化した
リモートセンシング研修の実施

現地検討会の開催や優良事例集
の作成等による普及啓発

社会実装・作業システム
の普及

自動化・遠隔操作技術の実証等

（例）造林作業の軽労
化

集材作業の自動化
等
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【国の科学技術政策の方向性】 第５期科学技術基本計画

出典：内閣府「Society 5.0」
（https://www8.cao.go.jp/cs
tp/society5_0/）

○超スマート社会
必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供し、社会の様々な

ニーズにきめ細かに対応でき、あらゆる人が質の高いサービスを受けられ、年齢、性別、
地域、言語といった様々な違いを乗り越え、活き活きと快適に暮らすことのできる社会。

○Society 5.0
・狩猟、農耕、工業、情報に続く、５つ目の新たな社会像として日本が提唱
・サイバー（仮想）とフィジカル（現実）を高度に融合し、サイバーでのＡＩの解析結果
が、フィジカルの人間に様々な形でフィードバック
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第１章 新型コロナウイルス感染症の下での危機克服と新しい未来に向けて

２．ポストコロナ時代の新しい未来

○個人が輝き、誰もがどこでも豊かさを実感できる社会

創造力を持ち合わせた多様な人材が次々とイノベーションを起こせる、自由かつ柔
軟性に富み、変化を取り入れ、失敗への許容力の高い社会であるとともに、個人が自
由度の高い働き方や暮らしができ、ワーク・ライフ・バランスを実現して豊かさを感
じる社会を目指す。（後略）

第３章 「新たな日常」の実現

１．「新たな日常」構築の原動力となるデジタル化への集中投資・実装とその環境整備
（デジタルニューディール）

（２）デジタルトランスフォーメーションの推進
（前略）ＤＸの基盤となる５Ｇの全国展開に向けたネットワークの整備及び利活用

の促進を図るため、2020年度末までに全都道府県で５Ｇサービスを開始するとともに、
2024年度までの５Ｇ整備計画を加速する。５Ｇ基地局の整備やローカル５Ｇの導入を
あまねく促進するとともに、ポスト５Ｇ35に関する技術開発を推進する。（後略）

【国の経済対策の方向性】 経済財政運営と改革の基本方針2020

＜「コロナ危機は、強制的に社会をアップデートさせた」という見方も＞ 23



○目標９
強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化

の促進及びイノベーションの推進を図る

出典：外務省「SDGsとは？」（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html）

【世界の開発の方向性】 ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）

24



2050年カーボンニュートラル実現の具体的方策の検討

国・地方脱炭素実現会議

• 2050年カーボンニュートラルを目指し、成長戦略会議や国と地方で検討する新たな場（国と地方
脱炭素実現会議）での議論を重ね、地球温暖化対策計画・エネルギー基本計画・長期戦略の
見直しの議論を加速

地球温暖化対策推進本部

中央環境審議会・産業構造審議会

総合資源エネルギー調査会

成長戦略会議

グリーンイノベーション戦略推進会議
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分野毎の「実行計画」（課題と対応、工程表）

③水素産業

エネルギー関連産業

②燃料アンモニア産業

④原子力産業

輸送・製造関連産業

⑪カーボンリサイクル産業

⑦船舶産業

家庭・オフィス関連産業

⑫住宅・建築物産業／
次世代型太陽光産業

⑭ライフスタイル関連産業

⑬資源循環関連産業

SMR・水素製造原子力

発電タービン・水素還元製鉄・
運搬船・水電解装置

発電用バーナー
（水素社会に向けた移行期の燃料）

データセンター・省エネ半導体
（需要サイドの効率化）

⑤自動車・蓄電池産業①洋上風力産業
風車本体・部品・浮体式風
力

コンクリート・バイオ燃料・
プラスチック原料

（ペロブスカイト）

足下から2030年、
そして2050年にかけて成長分野は拡大

⑥半導体・情報通信産業

燃料電池船・EV船・ガス燃料船
（水素・アンモニア等） バイオ素材・再生材・廃棄物発電

地域の脱炭素化ビジネス

EV・FCV・次世代電池

⑧物流・人流・
土木インフラ産業

⑨食料・農林水産業 ⑩航空機産業
ハイブリット化・水素航空機スマート農業・高層建築物木造化・

ブルーカーボン

スマート交通・物流用ドローン・FC建機

第６回成長戦略会議
資料（抜粋）

※来春のグリーン成長戦略の改定に向けて
目標や対策の更なる深掘りを検討。
（自動車・蓄電池産業など）
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〇食料・農林水産業分野の
成長戦略「工程表」
（森林・林業・木材関係抜粋）

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 ～2030年 ～2040年 ～2050年

温室
効果
ガス排
出削
減

CO2
吸収・
固定

１．開発フェーズ ２．実証フェーズ ３．導入拡大・
コスト低減フェーズ ４．自立商用フェーズ

●具体化すべき政策手法： ①目標、②法制度（規制改革等）、③標準、④税、⑤予算、⑥金融、⑦公共調達等

●導入フェーズ：

○農林業機械・漁船の電化・水素化
電化システム等の
普及・拡大農林業機械・漁船の電化・水素化を推進 電化システム等を実証

地域資源を最大限活用する低コストな再エネ生産・利活用技術、エネルギー需給解析等を踏まえ
た地域システムの開発

○地産地消型エネルギーシステム構築
VEMS(農山漁村の地域に
合わせたエネルギーマネジメン
トシステム）の実証

VEMSの導入を拡大

○新世代エリートツリー等の開発・普及

改質リグニン、CNF等
を利用した高機能材
料の開発

バイオマス由来素材製品の普及

高層建築等の木材利用のための材料規格の検討、国産材高度利用技術の開発 高層木造建築物等の試作・
実証

高層木造建築物等の普
及

○高層建築物等の木造化・バイオマス由来素材
高層建築等の木材利用のための材料規格の検討、国産材高度利用技術の開発 高層木造建築物等の

試作・実証
高層木造建築物等の
普及

○高層建築物等の木造化・バイオマス由来素材（再掲）

改質リグニン、CNF等を
利用した高機能材料
の開発

バイオマス由来素材製品の普及

★目標(2050年時)
農林水産業における化石燃料起源の
CO2のゼロエミッションを実現

新世代エリートツリー等の
苗木生産の実証 優良品種による造林の普

及拡大

優良系統の探索・選抜・機能遺伝子の解析、優良個体選抜の効率化・高速化

総合的なスマート林業技術の実証・普及
自動化機械やクラウドと整合したICT生産管理システム等の開発、
センシング技術を活用した造林作業の省力化・軽労化

第６回成長戦略会議
資料（抜粋）

企業によるプラント実証
※一部材料は2020年度より
実証・普及開始

企業によるプラント実証
※一部材料は2020年度より
実証・普及開始
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SDGs目線での異分野との関係構築

健康増進 森林環境教育 雇用創出
人に優しい
職場づくり

森林空間の利用

森林
ｻｰﾋﾞｽ産業

地方創生 持続可能な
産業

きのこ・ジビエ等の利用

食料の持続
可能な生産

雇用創出
林福連携

地方創生

木材の利用

環境に
優しい

建築･発電

雇用創出
人に優しい
木質空間

ﾏﾃﾘｱﾙ利用
木造･木質化
の技術開発

地方創生 合法木材
の利用
ｴｼｶﾙ消費

炭素貯留

木材の生産・加工・流通

林業女子 雇用創出
労働環境整備

ｽﾏｰﾄ林業
建築部材
開発

地方創生 合法木材
の流通

企業・個人・行政等の
パートナーシップによ
る森林の持続可能性の
確保

水源涵養 国土保全 炭素貯蔵 森は海の恋人 生物多様性

持続可能な森林経営

ＳＤＧｓ目線での異業種・他分野の関係構築が重要
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出典：林野庁「森林×SDGs」（https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/genjo_kadai/SDGs_shinrin.html）

(参考)【林野庁有志によるＳＤＧｓ】森林×ＳＤＧｓプロジェクト

～ あなたは、2050年にどんな暮らしをしていたいですか？ ～
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