日立建機グループ

ティエラプラス
No.125

ビジネス

林業 活性化 カギ
の

3

▶ 特集

林業ビジネス
活性化のカギ
▶拝啓 現場小町
庭匠 風玄 庭師

10

堀内千恵さん
通信簿

▶

初導入したICT 施工を
日立建機が測量から
建設機械レンタルまで全面支援

12

太田建設株式会社【山形県・米沢市】

14

▶モノづくり／テクノロジーの舞台裏

シミュレーション解析

16

▶環境考察Labo

自然の機能を活用し新たな社会基盤

「グリーンインフラ」とは?
▶World Wide Topics
・ZX135USX-6を
『 i-Construction 推進展』で初披露
・ダンプトラック自律走行システムの導入に向け
豪州で協業合意
・小学校にeラーニング・センターを設置した
タタ日立の社会貢献

18

20

▶読者プレゼントクイズ
【読者プレゼント】
「ZAXIS200X-6のスケールモデル」
を5名様に進呈
エディ
トリアルデザイン／鶴田稔幸（Tosh&Co.）

ビジネス

林業活性化 カギ
の

スマホを写真にかざすと
動画が見られます
今号では上記のマークが付いた写真にスマホをかざすと、関連し
た動画がご覧になれます。

動画再生の方法
最初にAVRアプリをあなたのスマホにインストールしてく

1 ださい。

＊Android 端末の場合はGoogle Playから
＊iPhone/iPadの場合はApp Storeから
（対応OS= Android4.0以降 / iOS7.0以降）

〈Android用〉

〈iPhone用〉

2

インストールされた「AVR」アプリのアイコンをタップして
起動させます。

3

PLAYボタンを押し、
今号の誌面内で上記「AVR」
マークが
付いている写真にカメラをかざすと動画が再生されます。

＊1 Android、
Google、
Google Playは、
Google Inc. またはその
関連会社の米国およびその他の国における登録商標であり、
ライ
センスに基づき使用されている。
＊2 App StoreはApple Inc.のサービスマークである。
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撮影／ 小島真也

日本の森林面積は国土の3分の2にあたる約2,500万ha。
森林資源は人工林を中心に現在約50万haの蓄積があり、
世界有数の森林国だ。その人工林の半数以上が
11齢級＊
（51〜55年生）以上の利用期を迎えており、
資源の有効活用とともに次世代に向けた再造林が必要である。
一方で、森林のある地域に所有者が不在の場合や
世代交代などで所有者の特定が難しい森林も多く存在し、
このため意欲ある者が複数の所有者の森林を
取りまとめるのにも多くの労力がかかっている。
こうした状況下、森林施業集約化の一層の推進に向け、
ITの活用、所有者や境界の明確化に向けた取り組みによって
森林経営計画の作成を促進する動きも出てきた。
林業従事者は総体的には減少しているものの
近年は下げ止まり、全産業平均と比べると
高齢化率は高いながらも若年従事者率は上昇傾向で推移、
平均年齢も若返り傾向にある。
豊富な資源をもとに若年従事者を受け入れながら
林業ビジネスを活性化させるカギはどこにあるのか ̶̶。
＊齢級：森林の年齢を５年の幅でくくった階級。
林齢１〜５年生を１齢級、
６〜１０年生を２齢級、
以下３齢級……と称する。

No.125

03

林業ビジネス活性化 カギ
の

取材・文 ／ 増田祐二

林業をビジネスとして成功させるカギは
IT×機械×人材活用によるスケール拡大

杉産業

有限会社
【岡山県新見市】

専務取締役

「iLoggerバリューバッキング」導入事例

生産プロセスのボトルネックを
ITや機械化でいかに解決するか

ソコンからアク

て採材プランを自動で算出するシステムだ。

セスしてデータ

同機のオペレータを務める国本峻氏は、

を 収 集し、手

もともと建設機械を扱う会社からIターン

元で材積計算

で杉産業に入社した１人。

が占める。うち85%の民有林を対象に、約

を行っている。

「ハーベスタで木をつかんだ際、まず目視

200名の山の所有者から皆伐や間伐など

従来は 2名が、地面から1.2〜1.3mのい

の管理委託を請負う杉産業。生産する主な

わゆる木の胸高直径を測り、傍らで1名が

にあたるかを判断してボタンを押せば、自

樹種はスギとヒノキだ。

帳票に記録する3 名作業だった。しかも

動で直径を測り、その直径に対して取引価

その記録値は、事務所に戻ってパソコンに

格が最も高い長さにハーベスタが送材しま

ーカーの研究開発部門に在 籍した後、8

入力する二度手間のほか、入力ミスも発

す。その後にカッティングボタンを押せば、

年前に新見市へ戻り家業を継いだ。

生。また帳票は紙のため雨天は実施でき

最も付加価値の高いプランで自動採材して

で品質を見極め、A 材、B 材、C 材のどれ

「当時は社員3名。周辺も小さな林業家

なかった。それが現在では１名で行え、計

くれます。加工精度も高く、導入前は市場

ばかりでした。これからは人数を増やし、

測精度もアップ、調査日数もコストも半減

の相場価格表をキャブ内に貼っておいた

積極的にITや機械の導入を進めて規模を

した。

り、頭で記憶しながら手動でハーベスタを

拡大させ、地域の林業全体を活性化させ

「しっかりした材積計算ができることで、

ることがビジネスとして成功させるカギだ

山の所有者に対して正確な見積もりで還

と感じた」
（ 杉専務）

元プランを提案できる。しかも細かな作業

月に1度、
採材した丸太の径と長さを
デジタル計測器で測って
加工精度を確認の上、
キャリブレーションを実行。

操っていましたが、その負担も軽減されま
した」
（国本氏）
材積集計と実木との誤差は±2%。月に

木を倒し、集め、切って、運ぶ……この生

項目を提示することで所有者からの信頼

1度の割合で、採材した丸太の長さと直径

ています。Uターン組

産プロセスのボトルネックは何かを見極め、

も得やすい。伐倒でいくら、集材でいくら、

をデジタル計測器で確認測定、
「 iLogger

は 故 郷に 林 業もあ

それを効率化するためにいかにITや機械

採材でいくら、運搬でいくら、急峻斜面の

バリューバッキング」システムと同期させて

る、農 業もある……

※1

場合は追加費用がいくら……というよう

キャリブレーション を実行することで高

と考えますが、Iター

例えば区画内の樹木の直径を１本１本測

に。木が何本でいくら といった大雑把な

い加工精度を継続保持している。国本氏

ン組は林業がやりた

定する
「毎 木調査」
。同社では国内で初め

見積もりが多いなか、作業項目を細かく提

の林業歴はまだ1年ほどだが、同システム

くてここを選んで来

てブルートゥース対応のデジタル計測器を

示していた京都の森林組合などを参考に

はオペレータの知識向上や技術格差解消

てくれた人たち。それ

導入し、計測データは１本ごとにスマートフ

見積書を考案した」

の利点ももたらしている。

を導入していくか。

ォン
（スマホ）に送られ、記録が蓄積され
る。それをクラウド上にアップ、事務所のパ

木材1本が最大価格になる
システムを搭載して収益力向上
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現場の生産性を上げるとともに
出荷先拡大で取引単価も高める

いまは木材市場への出荷が多いですが、
製材所との直接取引も開始しました」

昨秋導入した Z X135US-5B ハーベス

8 年前に杉 専 務が故 郷へ戻った時は

このほか、2年後に新見市内で稼働が

2,000㎥／年だった同社の出荷量は、いま

予定されているバイオマス発電施設での

テム
「 iLoggerバリューバッキング」も、採

は７倍の1万4,000㎥となった。社員も当

燃料として活用するための素材生産も視

材の付加価値を高めることで収益力向上

時の３名から現在は12名。それもオペレー

野に入れる。

に役立っている。

タをはじめ、さまざまな業務に携われる 多

林業先進国フィンランドの「ワラタ社」製
ブルートゥース対応のデジタ
ル計 測 器で毎 木 調査を効
率化。データはスマホからク
ラウドを介して事務所のパ
ソコンと連 動。精度の高い
材 積 集計をもとに、山の所
有者に還元プランを提案。

だけに、ビジネスとし
てきちんと成立させていく責務があります。

タ仕様機、および機械に搭載されたシス

のこのシステムは、木材市場での取引価格

04

会社員時代、
帰省のたびに
地元から人が出て行っているのを目の当たりにしていた。
何とかしなければ……
その思いが事業を承継する決断を促した。

岡山県新見市は、総面積の86%を森林

専務の杉光太郎氏は、東京で自動車メ

オプションのカラーマーキング機能は、
カッティング
時に指定したインクを噴霧することで、
丸太の仕様
を一目で見える化。本来は手作業で行うが、
自動化
することで仕分け・運搬の効率化を図っている。

杉 光太郎 氏

「ITや機械化によって社員には生産性を

能工 として人材育成をしている。

上げてもらい、私自身は木材市場以外の

「人材確保は、U・Iターン説明会などに積

出荷先を開拓することで取引単価を上げ

※2

をあらかじめ入力しておくと、1本あたりの

極的に出向いたり
『緑の雇用』 の講師か

ることに注力していきます。規模の拡大と

木が最大価格になるよう、最も高く取引さ

ら情報を得たりなど、いろいろな人との繋

ともに林業を成長産業化させていくこと

れる条件の径と長さにハーベスタを制御し

がりを活かし、Iターン人材も多く迎え入れ

で、森林資源が豊富なここ新見市の地域

※1【キャリブレーション】計測器の精度を保つために、
実寸と差がないか確認し微調整する作業。
※2【緑の雇用】林業事業体に採用された人に対し、
講習や研修を行うことでキャリアアップを支援するという制度。
https://www.ringyou.net/

活性化に貢献していければと考えていま

木材市場の価格データをシステムに入力しておけば、
ハーベスタで木をつかんだ後に採材プランを表示。自動で送材し
最大価格となる長さと直径で切断する。製材所からの注文材
（樹種／長さ／径級）
への対応や本数指定もできる。

メンバーシップ制度で
若手の林業経営者を支援
［日立建機日本 販売店］
富士岡山運搬機株式会社
建車グループ 取締役 営業部長

本田裕二氏
杉産業にこれまで「iLoggerバリュー
バッキング」を含め、10台以上の林業仕
様機を納入してきた同社では、周辺の
林業経 営者を応援するメンバーシップ
制度「富士フォレストサポート」を設置、
メンバー価格の林業機レンタルや情報
交換会、講習会、販売時のファイナンス
サポート、中古林業機械の販売、買取り
などを行ってきた。
「当社の主要商圏である岡山県北部や

鳥取県南部地域は伐採時期を迎えた
森林が多く、林業経営者たちは民有林
所有者に対して適正な還元プランを 見
える化 して提案することで、意欲的な
取りまとめを行ってきている。その結果、
収益 体質を改善する林業者も増えてき
た。杉産業さんは、自社のことだけでな
く地域の林業全体を見据え、林業の位
置付けを模索しながら常に高い次元で
林 業ビジネスを考
えている。今後も応
援していきたい」
本田取締役。同社では日
本最大 級となる中古 林
業仕様 機の
販売サイトも
運営。

す」
（ 杉専務）
No.125
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林業ビジネス活性化 カギ
の

取材・文 ／ 佐藤

聡

林業を機械化で支えてきた日立建機の
ハーベスタ+ 採材システムという提案
日立建機日本 顧客ソリューション本部
産業ソリューション部 農林グループ
営業主任

長年、開発・提供して磨き上げた
高性能林業機械への適応力

れているアタッチメントの性能は高い評価

1980年頃から日立建機では、油圧ショ

に対応しきれていなかったり、輸入業者が
調整をせずに提供してきたことがあったの

インアップを揃えてきた。林道開設、切出

です」
（ 野口）

し、集材、運搬など、林業の現場ではさま

たとえば伐倒した木がどこまで商品に

ざまな専門作業が求められる。その現場

できるかは、木 材として使われる「材積」

で測った数値と実 績との整合性は70％

に最適な10 tクラスを中心に、大型足回り

によるが、その材積集計方法が北欧と日

程度でしかないと聞いたこともあります」

の採用や最低地上高のアップ、キャブ前面

本では違う。この違いを適合させる調整が

ガードやエンジンメッシュガードなど40年

ほとんどなされていなかったのだ。これに

にわたる知識や経験を踏まえ、林業を知

対し、
「iLoggerバリューバッキング」は日

りつくした日立建機ならではのアイデアが

本市場向けに調整された新しい採材シス

林業仕様機に投影されてきた。

テムである。

送材が速く、枝払い能力も高い
日本の林業にも最適なシステム
林業プロセスを効率化して生産性を上
げ、1本の木から得る利益を最大化する

さらに加工精度を高めるキャリブレーシ

「iLoggerバリューバッキング」
。詳述する

ベースマシンとなる油圧ショベルの大きな

ョン。iLoggerに入力されたデータをもと

とiLoggerのモニタには、まず伐 倒後の

役割は、グラップル、プロセッサ、ハーベス

にハーベスタで採材を一気に行う。
その後、

ファーストカット時に、その木に最適な採材

タなどのアタッチメントの性能を最大限に

実際に採材された実木を測り数値を確か

プランが提示され、最初の玉切りの長さに

引き出すことだ。他社製でさまざまな特性

める。その誤差を少なくするための細かな

達すると、過去の木材情報から全木の長

のあるアタッチメントに対応し、その性能が

調整がキャリブレーションだが、加工精度

さを予測し、採材プランを自動更新して利

発揮できるよう林業仕様機をつくりあげ

の確認だけでなく、同じ樹種の木でも採地

益の最大化を図る。また用途別に複数の

てきた。これも長年のノウハウから導き出

や季節によって皮の厚みなどが変わってく

価格設定できるので、樹種や用途が変わ

されるものだ。

ることに伴う誤差調整でもあるのだ。

ってもフレキシブルに最適な採材プランを

なかでも伐倒から枝払い、測尺、玉切り、

林業先進国フィンランドでは、キャリブレ

導いてくれる。

といった一連の作業を1つで行える「ハー

ーション後の材積集計と実材との誤差は

ベスタ」との組み合わせは、林業の生産性

±２％以内と決められている。
「iLogger

とえば 樹木の直径が 22 ㎝で６mの長さ

を向上させる高性能林業機械の１つだ。そ

バリューバッキング」システムもこれを基準

で玉切りできると予測したが、指定した直

のハーベスタをプログラムソフトによってシ

とし、
日本国内での使用でもその精度が実

径に満たない場合は、次に高く売れる３m

ステム制 御し、効率的な生産を実現させ

績として証明されつつある。

で切りにいく。１本の木の価値をオペレー

樹木は葉先にいくにつれ細くなるが、た

るのが、前ページでも紹介したフィンラン

「±２％という数字を聞くとみなさんが

タの技量にかかわらず、常に最大化できる

ドのワラタ社製「iLoggerバリューバッキ

驚き、評価してくださいます。材積計算は、

のだ。もちろん、玉切りする長さはオペレー

熟練の林業家がメジャーを用いて１本１本

タの判断で変えることもできる。

ング」である。

外国製アタッチメントは
日本の林業に合わない？……を覆す
入社以来、林業機械の開発、普及に関
わってきた日立建機日本の野口和也は、
「iLoggerバリューバッキング」を「日本市

ハーベスタのシミュレータ。椅子と机さえあれば、
すぐにハーベスタ操作を体験できる。森林組合での
育成研修や林業大学校での利用が始まっている。

を受けています。しかしソフトが日本向け

ベルをベースマシンとした林業仕様機のラ

さらにはアタッチメントとのマッチング。
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「北欧などの林業先進国で設計製造さ

野口和也
日本の林業と世界の
林業を熟知した林業
機械のエキスパート。

写真はワラタ社製のハーベスタを装着し、
iLoggerバリューバッキングシステムを実装したZX135US-5B 林業仕様機。
林業ビジネスの活性化への貢献が期待できる。

測り、卓上で計算していることが多いので

「送材スピードが速く、枝払い能力も高

に少ないです。まさに日本の林業を熟 知

断したかを考えることで、
「 仕事の付加価

レータ とは単に機械を操作できるだけで

すが、過去の海外製品のデジタル測量器

く、さらに速く動いても長さの誤差が非常

し、最適な採材ができる林業システムのパ

値を最大化する意識がつく」はずだと。

なく、プロセス全体の最適化を考えながら、

ッケージなんです」と野口は胸を張る。

林業機械オペレータの育成にも
貢献する採材システム

日立建機日本では「 iLoggerバリュー
バッキング」の普及に加え、オペレータ育成
のために専用シミュレータのレンタル提
供・販売も行っている。

周囲の作業者に対しても的確な指示を与
えることができる人材です。
森林資源が豊富な国にとって林業は、
本来安定した収益を得られる産業です。そ

場にマッチさせたハーベスタ制御システ

野口は、さらに「iLoggerバリューバッ

「山での作業は危険を伴います。まずシミ

の当たり前を実現させるため、林業家の方

ム」と胸を張る。というのも、これまで海外

キングは人材育成に大きく貢献できる」と

ュレータでオペレーション技術を習得する

には『iLoggerバリューバッキング』をどん

から持ち込まれた林業アタッチメントは日

語る。たとえば iLogger が提示した採材

ことで、現場の安全性向上に貢献するだけ

どん使いこなしていただきたい。データが

本の林業現場には合わないと言われるこ

プランと若手オペレータが想定したプラン

でなく、優れた林業 機械オペレータの育

集まれば集まるほど、より使いやすい機械

とが多かったからだ。

が異なった場合、iLoggerがなぜそう判

成につながると考えています。 優れたオペ

に進化するはずですから」
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林業ビジネス活性化 カギ
の

取材・文 ／ 佐藤

聡

高性能林業機械とICTを駆使した
強固なサプライチェーンで
日本の林業を成長産業に
日本の林業は外材に
押されたわけではない
日本の林業を語るとき、いつも使われる

だ国産材が使われていません。最大の原因

います。きちんと木を切り出せれば、インパ

業家は木ではなく、木材の「情報」を売買

れつつあり、新素材セルロースナノファイバ

はじめています。より低コストで安定した木

は 木を切って出す ことに注力してこなか

クトのある輸出産業になるはずなのです。

していると言えるでしょう。一方、日本では

ーなどの新しい市場も期待されています。

材流通の仕組みが生まれています。また

った日本の林業の業態にあります。
かつて日本は木材不足でした。昭和 20

丸太を切り出し、売った時点で情報が切れ

人口減少が進む日本ですが、市場拡大

IoTを使った作業員の生体情報や林業機

ていてマーケットニーズとは関係なく、過去

の可能性は高いのです。さらにICTを活用

械のモニタリングも可能になり、より安全
な作業ができるようになっていきます。

のが「日本の林業は安い外材に押されて

年代、家を建てようと思っても、木が薪や

へどのように売っていくか、さらには買って

の経験から見込みで切ってきたのです。そ

した高性能の林業機械を導入し、サプラ

苦しんできた」という言葉です。
しかし、こ

木炭などの燃料として使われていたため、

もらえる仕組み作りといったビジネスとして

のため、市場に出しても売れずに買い叩か

イチェーンのスマート化、見える化が進め

私がとくに機械メーカーの方に期待し

れには大きな誤解があります。実際のとこ

木材が不足していたのです。日本中いたる

成立させるための議論が発展する前に世

れることすらありました。

ろ、特にスギに代表される国産材は安いに

ところに、はげ山や砂漠地があり、当時の

代交代が進みました。
しかもずっと補助金がついてきたので、

ば、農業の 6次産業化（食品加工・流通販

ているのは、マーケットと連動した高度な

しかしいま、
「情報」を組み合わせること

売にも業務展開している新しい経営形態

ICT 林業機械です。稼 働の様子を見せて

も関わらず、十分に木材として使われてい

農林省（現農林水産省）大臣が「国有林を

によって森林資源の利用方法やその価値

のこと）と同様に高収益産業に変わる可

もらった「iLoggerバリューバッキング」に

ません。

切って提供できないか」と国会で訴えたほ

ビジネスというより一種の公共事業のよう

が大きく変わっていく可能性があるのです。

能性があります。特に日本版 GPSである

はその期待があります。さらに安全性を高

人口減といえども住宅市場はまだ大き

ど、日本には戦後の復興に向けて高まる

な業態が続きました。もちろん、需要はあ

キノコの産出を除き、日本の林業の年間産

準 天頂衛星の活用や、高度なレーザー計

めた機械の開発をはじめ、最終的には山

く、木の家に住みたいというニーズも多く、

需要に対応できるほどの木がありませんで

るので切って出してはいました。木材価格

出 額は現在 2,500億円ほどになります。

測技術は、森林資源の見える化を大きく

に人が入らずに木が切り出せることが実

マーケットも十分にあります。でも、まだま

した。しかも外材を輸入する資金もありま

のピークは1980年代が1㎥あたり2万〜

しかし、切り出した丸太が製材所にいくと

進めます。どんな地形のところにどんな樹

現できれば、林業は大きく変わります。そ

せんでした。

2万5,000円でしたが、現在は1万円前

その５倍、その先の住宅産業にいけばさら

種の木があるか、１本１本が正確に把握で

れは林業だけでなく、地域社会の活性化

そこでとった政策が拡大造林でした。拡

後。この価格は世界中あまり変化しておら

に10倍くらいの市場になるほか、製紙市

き、
ドローンを使って生育状況を把握する

や再生につながるはずです。そのためにも

大造林とは従来の天然林に代え、より成

ず、価格が下がった場合を見据え、生産性

場も含めれば 数 兆円になります。近年は

技術も進化しています。さらには、林道な

日立建機をはじめとした、機械メーカーの

長の速い
（拡大する）スギやヒノキなどの針

を高める工夫が必要です。

高層建築にも使える直交集成板のCLT

ど路網の整備も進んでいます。一方で、製

取り組みに大いに期待しています。

（Cross Laminated Timber）
が実用化さ

材所の大 型化や生産者の集約化も進み

葉樹を植林することです。こうして日本で
は、昭和20年代から平成の始めまで植林
をして育て、日本中に1,000万haの人工
林を増やしました。

日本の林業は強い輸出産業に
なれる可能性がある

売るのは丸太ではなく
売れる木の「情報」
欧米から高性能林業機械＊が入ってき
ことはできたはずです。しかし、欧米と同じ
ようには使われていなかった。たとえば、ハ

高度成長期を通じて主要エネルギーが

ーベスタに木の直径を正確に測ることが

石炭、石油の時代になって木は燃料として

できるシステムが搭載されたものがありま

使われなくなりました。蓄積された森林資

す。でもその有用性を、日本の林業家や林

源は人工林を中心に約50億㎥にもなり、

業機械輸入業者にうまく伝えきれていなか

林野庁のデータではその３〜４割が伐採で

った。というのも、売れるサイズを想定して

きる状態になっています。あと2年もすれば

切るというより、きれいに枝払いや玉切り

５割を超えると言われています。現在、国内

ができれば十分と考えていたからです。

で切り出される木が3,000万㎥あります

欧米では、需要者がどんな木を欲しがっ

が、それを切り出してもまだ毎年1億㎥ず

ているかが現場でわかるようになっていて、

つ蓄積されている。自給しても余るのが日

それに応じた生産ができます。しかもどの

本の森林資源なのです。

メーカーの機械でも情報共有できるよう、
通信のプロトコルまで統一しています。川
上から川下まで、高性能林業機械とICT

寺岡行雄氏

を欲しがる国はたくさんあります。実際に

を使った強固なサプライチェーンマネジメ

九州の木材は韓国、中国などに輸出されて

ントができているのです。つまり欧米の林

＊
【高性能林業機械 】従来のチェーンソーや刈払機等の機械に比べて、作業の効率化、身体への負担の軽減等、
性能が著しく高い林業機械。たとえば、
プロセッサ、
ハーベスタ、
フォワーダなど。

木質バイオマス
熱利用・熱電供給

エネルギー変換効率の低さから、採算
的に規模の大きさが求められる「発電」
に
比べ、小規模設備でも80% 程度のエネル
ギー変換効率を実現する木質バイオマス
熱利用・熱電。少ない初期投資で導入し
やすいことから、地域熱供給や公共施設、
温泉宿泊施設、温水プールなどを中心に
活用が始まった。木材チップや
ペレットなどの用途拡大で林業
家の出荷先拡大にもつながる。

新・森林管理
システム

セルロース
ナノファィバー（CNF）

林 野庁が打ち出した新しい森林 管 理
経営法。経営管理が行われていない森林
については、市町村が森林所有者から経
営権を受託し、意欲と能力のある林業経
営者に再委託することで、森林の経営・管
理を集約し林業の生産性を高めていく狙
い。また荒廃した森林の整備促進を目的
に、2024年度頃に森林環境税（1人あた
り1,000円／年の税負担）も導入予定。税
収使 途は、森林や作業道の整
備、人材育成、林業機械の購入
などが考えられている。

写真提供／京都大学生存圏研究所 矢野浩之教授

意向を
確認

森林
所有者
経営管理
を委託

市 町村

世界的にも、日本のように豊かな森林資
源をもっている先進国は少ない一方で、木

No.125

林業 知り得 WOR D

ていたので、日本の林業も生産性を上げる

鹿児島大学 農水産獣医学域農学系
農林環境科学科 森林計画学 教授

ICT 林業、
バイオマスエネルギー、
低コスト林業、
竹林管理、
持続可能林業経営など専門分野は幅広い。
鹿児島県森林審議会委員、
木質バイオマス利用研究会々長などの要職も務める。

08

しかし、これまでの林業は育てることが
メインで、木材をどのように生産して、どこ

経営管理
を再委託

意欲と
能力のある
林業経営者

樹木を原料にした次世代素材。世界最
先端技術によって木質繊維をナノメートル
サイズまで細かく解きほぐす。直径は髪の
毛の1万分の1。鋼鉄の5分の1の軽さなが
ら強度は5倍以上。次世代マテリアルとして
薬品、靴、文具、
自動車、電子機器など各産
業で利用が見込まれている。
これまで未利
用だった木材の使 途が広がり、
今後は付加価値のある素材とな
って様々な製品に生まれ変わる。
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拝 啓 現 場 小 町
取材・文／ 中村美砂子
（モック社） 撮影／倉部和彦

庭匠 風玄 東京
庭師

庭は安らかな心を取り戻す場所
極楽浄土の再現に魂を込める
料亭「玉家」の離れにある「Cigar
& BAR Tamaya」の庭にて。
「玉
家さんは、私たちのホームページ
を見て、作庭をご依頼してくださっ
たはじめてのお施 主さま。この庭
園を評価してくださっ
た方からも作庭のご
依頼がありました」
撮影協力 料亭「玉家」

http://www. fu-gen. jp

生育環境など、庭に直接関わることだけ

庭造りの現場に惹かれて
職人の世界に飛び込んだ

でなく、建物と隣接することから設計や
建築に関する知識もいる。それらを経験
の中で培い、さらに想像力やセンス、オ

藍染め半纏に地下足袋の小粋な作業
着に身を包み、炎天下でも黙々と庭造り

子入りを決意。以来 4 年間、北山氏のも

に向き合う。その姿は「ザ・職人」だが、

とで厳しい修行を積んだ。

インタビュー時は、ふわっとやわらかい
笑顔を見せる。
堀内千恵さんは、日本を代表する作

堀内千恵さん

「草引き」の中にも生きる
庭師として心得と姿勢

リジナリティも必要になる。
技術だけでは成立しない世界だが、
「こんなに楽しい仕事はない」
と堀内さん。
「庭造りはもともと極楽浄土を再現す
る意味合いが強く、基本的には仏教の

庭家・北山安夫氏に師事し、庭造りを学

「はじめの頃は、現場から帰る車の中

考え方がベースにあります。かつて疫病

んだ女性庭師だ。

で『もう辞めよう』
『今日が最後だ 』と何

や戦いで寿命が短かった時代、庭は生

後に独立し、兄弟子だった深津晋太

度思ったかわかりません。でも翌朝にな

きながらにして安らかな心を取り戻す場

郎さんと結 婚。同時期に二人で「庭匠

るとなぜか現場に行ってしまう。きつく
て辛くて、これ以上できない ̶̶ と頭で

所でした。私たちもそうした“庭の根源 ”

風玄 東京」を立ち上げ、現在は個人邸
や料亭、寺社などの庭造りや管理を行っ

は思っているのに、体は自然と行く準備

めて集まる庭をめざしています。体力も

ている。

をしてしまうんですよね」

いるし、苦労もありますが、完成した庭

を大切にして、人々が安らぎや癒しを求

を見て “わぁすごい ! ”と喜んでいただけ

前職は、庭 造りとはまったく関係な

庭師としての修行のはじまりは「草引

い、会社勤めのOLだった。そこからな

き」という作業だった。草を取るでも刈

ぜ、どんなきっかけで「庭師」という仕

るでもなく、根っこから引き抜く。夏の京

庭園は生きものの集合体だ。造り上

るのが、本当に嬉しいです」

庭匠 風玄 東京 代表

深津晋太郎さん
堀内は発 想が豊かな人。僕も彼女
も「親 方から学んだことが基 点」とい
う部分では同じですが、彼女の考えに
は何かしらプラスαのオマケがついてき
ます。それが僕たちのオリジナリティと
して輝くことがあるので、意見が違って
もとことん二人で話し合います。互いに
「良い庭を造りたい」
「お施主さまに喜
んでいただきたい」
という思いがあるか
ら、ぶつかり合って当然。彼女から出て
きたアイデアがかなり変化球でも、
どう
すれば実現できるかな、といろんな方
向で考えることが楽しいですね。

事を選んだのだろうか。

都の過酷な暑さの中、来る日も来る日も

げたとき美しければ良いというのでは

ご依頼いただいたのだから、私たちでな

「テレビのドキュメンタリー番組で親方

土から数 ㎜しか出ていない草を引くの

なく、春夏秋冬にどんな表 情を見せる

ければできない庭にしたいんです」

（北山氏）
の庭造りを見て深く感銘を受

がきつかった。しかし、少しでもきつそ

か、5 年先、10 年先に植物がどのように

そんな堀内さんに「この先、造りたい

けました。樹木や石と向き合い、対話し、

うにしていると、親方から「お客さまは

成長するかを見越して造っていく。また

庭は ?」と尋ねると、
「ホスピスの庭」と

百年先、二百年先を見据えて庭を造る

お前らの背中にいくら払ってんだ !」と

毎日水を撒き、草を引くなど、持ち主の

返ってきた。

仕事に惹かれ、しかもその現場に若い

怒鳴られた。

日常の作業があってはじめて良い庭へ

人たちがたくさんいることも意外でし

「現場は高台寺ですから、全国からお

と育つ。

られる場所、不安が和らいで元気をもら

た。そんなすごい庭を造る仕事には、熟

客さまが 拝観料を払って庭を見に来ら

「そのためにも私たちは愛していただ

える場所を造りたいですね。それから、

練の職人さんしか携われないと勝手に

れるところです。私たちはその庭に溶け

ける庭にしなければなりません。お施主

全国 47都道府県に自分たちの庭を造り

思い込んでいたんですね。私はどうして

込み、こうやって庭が維持されていると

さまの好みや要望を叶えることはもちろ

たいし、いつか親方のように世界各国に

もその庭を見たくなって、すぐさま現場

いうことも見てもらっているんだと、親

ん、配置や動線を考え、楽しんでいただ

日本庭園を造ってみたいです。土壌や風

だった京都の高台寺を訪ねました」

方に言われてハッとしました」

そのとき、幸運にも北山氏と話をする
ことができ、その場で北山造園への弟

「 痛みや辛さがあってもひととき忘れ

くための工夫を施し、引き渡し後もお施

土、文化が違う中で、どんな庭園が造れ

親方のもとで蓄えたことは、庭造りの

主さまが庭に出て作業しやすい環境を

るのかなと想像するとワクワクします」

技術だけじゃない。自然と向き合う心、

整えます。その上で、せっかく私たちに

堀内さんの庭造りへの意欲は尽きない。

プロとしての心得や姿勢、職人の魂を込
めた庭ができたときの言葉にならない
感動……それらがすべて自分たちの庭
造りに生きている。

痛みや辛さをひととき忘れられる
ホスピスの庭を造りたい

【 動 画が 視 聴できます 】
※専用アプリをダウンロードの上、
スマホ
を写真にかざすと動画がご覧になれます
（詳しくは2ページをご参照ください）
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庭師はさまざまな知識やスキルが求
石を据えるとき、どの角度が最も良いか“ 石に聞く”。
ちょっとした角度の違いや石の座りで庭園の印象が
変わる。

められる職業だ。図面の描き方、道具の
使い方、石の組み方、苔や樹木の特徴や

「お施主さまとの打ち合わせでご希望や生活スタイルをお聞きし、
どのように使
っていただくかを軸に庭の全体像を描きます。私たちの考えや思いを図面に落
とし、
ときには模型を作ってご提案することもあります」
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通信簿

ICT施工ソリューション編

【山形県・米沢市】

初導入したICT施工を日立建機が
測量から建設機械レンタルまで全面支援

太田建設株式会社

写真提供／太田建設株式会社

取材・文 ／ 増田祐二 撮影／ 小島真也

ICT施工に詳しい人材を
育成してきた
日立建機の企業力を評価
「保有機はすべて他社機ですが、以前に

日立建機で提供し
ているレンタル機、
ICT 油 圧ショベル
「ZX200X-6」とブ
ルドーザ。左は監理
技術者を務める太
田建 設の黒 澤 貢
氏。
「初めての ICT
施工でこちらもかな
り勉強しました。日
立建機の対応もよ
いです」

東北中央自動車道 相馬西道路・今田地区道路改良工事の現場。延長 400mの曲線道路に、
本線への進入路と退出路がつながる複雑な構造

への 評価 】

油井克紀氏
「今回の現場で、ICT 施工で『でき
ること』
『 できないこと』の判 別も
進みました。初めてのことで混乱も
ありましたが、ノウハウ蓄積や加点
評価へつなげる実績づくりのため
の投資だと考えています。提携企
業の紹介も含め日立建機にはワン
ストップでの対応を期待します」
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費用

人工減効果

るICT 施工の現場を、日立建機からの技

機のパートナー企業も、工区上に被る高

術支援や ICT 建機のレンタルで工事を進

圧線を考慮してドローンを飛ばさずにレ

めています。サポートについて感じたこと

ーザー測量を選定・実施するなど、万が一

は、日立建機の ICT 施工に対する取り組

のリスクに備えた的確な判断と作業をし

みのすごさです。それは、営業員のレスポ

てくれました。

ンスや ICT 施工の専門部署が持っている

また日立建機からレンタルしたICT 施

知見など、現場をよく知りICT 施工に精

工 対応のブルドーザ2台とICT 油圧ショ

通した人材を企業として育成し、抱えてい

ベル『 ZX200X-6』への三次元設計デー

る強みです」

タ転送も、日立建機のスタッフがスムーズ

開口一番、代表取締役の太田政往氏は
語った。現場は、ICT 活用工事「施工者希
内の東北中央自動車道 相馬西道路・今

ータは路面が仕上がった状態のデータで

田地区道路改良工事。国土交通省 東北

あり、路体盛土の途中層を平らにするブレ

地方整備局の発注によるこの工区では、

ードのマシンコントロールにあたっては、オ

今回の現場で得た経験は今後、発注先へ

起点部の国道115号線と接続するインタ

フセット値を入力して修正をかけておく。

の提案に活かせます。データを一括管理

ーチェンジの福島側のランプを含む延長

「こうした入力サポートもすべて日立建

でき、人の手を煩わせることなく安全性を

約 400m の道路盛土を施工する。工期は

機が対応してくれています。不明なことが

高めることができるほか、慣れていくこと

安全性

生産量

品質・精度

◎日立建機の提案力
非常に良い 良い

ふつう

悪い 非常に悪い

土工部門においては、ICT 施工を提案し
た受注者が表彰を受けた。
「県もICT 施工を推進しているだけに、

2017年10月下旬から2018年11月末ま

あるとオペレータから直接、日立建機の

で次第に施工精度もアップさせていける

で。その間に約 8万㎥の土を盛る計画だ。

営業員に問い合わせたり、営業員がその

でしょう。こうしたICT 施工のノウハウを

今回の工事では、現場条件から工事全

先の ICTの専門部署と連携して解決策を

活かした品質・精度向上などを当社の 強

体の後半 3分の1以降にICT 施工を導入

示してくれるので、管理する側としてはと

み としてPRし、受注につなげていきたい

した。

ても助かっています。工事の終盤になれば

です」
（太田代表取締役）

「日立建機とはお互いに最適な工事の

なるほど、ICT施工による生産性向上や

福島県相馬市を起点に山形県を経由し

進め方を模索していき、教わりつつ、こち

工期短縮の効果が出てくるでしょう」
（油

て秋田県横手市まで結ぶ東北中央自動

らの要望にも対応してもらいました。ICT

井課長）

車道の工事も、開通区間が増えることで

段 差 や道 路 端の法 面を仕 上げる

業員の配置が減り、機 械に人が近づかな

ZX200X- 6を操るのはオペレータ歴 20

いことで安 全 性は大きく向上しました」

年以上のベテラン、加藤晃氏。

現場状況や施工手順を考慮した
日立建機からのサポート

路。しかも工区内には本線に進入するオ

悪い 非常に悪い

克紀課長）

太田政往氏

ブルドーザに転送された三次元設計デ

従来工法

ふつう

に対応してくれています」
（ 土木部・油井

代表取締役

「さまざまな工事でICT 活用が普及すれば導
入のための諸費用も下がり、
さらに広がってい
くでしょう。先行してノウハウを蓄積してきた
いと考えています」

望Ⅱ型＊」で工事を進める福島県相馬市

ICT施工

非常に良い 良い

ています。
また、ICT 施工への切り替えで三次元

400mすべてがバンクのついた曲 線 道

◎ ICT建機の評価

低減や生産性向上の効果は大きいと感じ

データを作成するために加わった日立建

ジャンクションにつながる現場は、延伸

工期短縮

土木部課長

あります。それだけにICT 施工による作業

2Dマシンコントロールの油圧ショベルを

（太田代表取締役）

【

ればさらに細かく丁張を設置する必要が

レンタルした縁もあり、当社で初めてとな

施工に切り替えてからは丁張＊や補助作

ICT施工への切り替えに伴って作成された三次元設計データ。複雑な構造であることがよく分かる。

丁張が必要になり、この複雑な構造であ

ンランプ、退出するオフランプが設けられ
るために、スロープによる段 差がある複
雑な構造となる。

今後は発注案件もひと段落していく。
同社は土木のほか、米沢市を中心に宅
地分譲や注文住宅、公共・民間の建造物

「法 面を押さえる自分の操作感覚を大

など建築の事業も数多く手がけるが、
「今

事にしたいので主にマシンガイダンス機能

後は県外の土木案件のウェイトも上げて

を使い、マシンコントロール機能を一部併

いきたいと考えています。さらに創業時か

用していますが、モニタも見やすく、過掘

らの事業である田畑などの整備には、熟

りすることなく仕上げられるところがよい

練オペレータに頼るところが大きいだけ

と感じています」
（加藤氏）

にICT活用が 有 効でしょう」
（ 太田代 表

ICT 施工のノウハウを蓄積し
提案力を高めて受注増をめざす

取締役）
「今回は途中からICT 施工に切り替え
たこともあり費用面での効果は見えにく

山形県内の土木建設会社が手がける

いけれど、日立建機は必要なところでサ

「従 来 施 工だと単 純な直 線 道 路でも

ICT 施工事例はまだ多くない。一方で、平

ポートし、的確な解決策を示してくれまし

20mごとに、カーブとなれば10m 以下で

成 30年度の「山形県優良建設工事顕彰」

＊
【施工者希望Ⅱ型】契約後、施工者からの提案・協議を経てICT活用施工を実施する方式。
＊
【丁張】切土および盛土工事などの際に構造物の位置・高さや勾配角度の目安を表示する仮設工作物。

た。今後は日立建機には解決策の提示に
止まらず、当社へのさらなる提案を期待し
たいです」
（油井課長）
No.125
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の舞台裏

日立建機 実験解析評価センタ長

なるのです。解析計算だけでなく実験をし

田村和久

てズレを正すというわけです」
実験によって現象を解明し、
それを解析

「試作機の完成度を高めるには、実は
シミュレーション解析以上に実験検証
がとても重要です。実 験を繰り返すこ
とでシミュレーション解析の精度が高
まり、最適な解析モデルが構築できる
からです。
『 実験解析評価センタ』の名
前通り、
『 実験』が『解析』の前に来るの
は、まずは実験ありきだから。部署名を
決めるとき、これは絶対譲れなかった」

モデルに投影する。つまり“仮想＝現実 ”と
なってこそ、後に完成度の高い試作機が生
まれ、製品化へとつながる。結果的に開発
期間は短縮され、コストが削減できる。
車体転倒時の運転室にかかる負荷を想
定した時、それがどう変形するかを検証し
た写真がある
（写真２）
。右がシミュレーシ

試作機の完成度を高めよ！
勝負は“つくる前”につける
シミュレーションで現象を再現
膨大な計算で最適解を求める

【シミュレーション解析】

ョン結果であり、左が実際に車体の転倒
実験をした後の運転室の写真だ。変形し
た運転室全体の姿はもちろん、1本1本の
シワの筋までが、見事に一致する。田村が
感慨深げに言う。

ど、シミュレーションする項目は枚挙にい
撮影／鈴木伸之
（クロスボート）

とまがない。
例えばエンジンルーム。写真1は熱と空

「ここまで来るのに10年近くかかってい
ます」

同センタでは、グローバル eサービスで

ことから酷使される例も多く、欧州では多

収集する世界中の稼働データから、とりわ

様なアタッチメントの使用など、稼働現場
が世界各地におよぶことで想定外の使わ

気の流れをシミュレーションした画像だ。

せは気が遠くなるような、膨 大な量の計

け高負荷のかかっている機械が稼働する

を探る“シミュレーション

「色は温度、曲線は空気の流れです。オー

算が必要です」

現場を選定し、そこへ機械を持ち込んで負

れ方、負荷のかかり方をしていることもあ

解析 ”がさまざまな科学分野や産業で利

バーヒートを防ぐため、エンジンルームの

いまではワークステーションで10分で終

荷を数値化した。機械には応力を測定す

る。精度の高いシミュレーション解析で、業

用されている。例えば「はやぶさ」のような

熱は素早く逃がしたい一方で、占有スペー

わるが、かつてはスーパーコンピュータで

る128個のひずみゲージと、車体の振動お

種や国・地域によって異なる使用条件をも

小惑星探査機。製造や打ち上げに膨大な

スが極めて狭いエンジンルームからいかに

一昼夜かかる演算だった。

よび挙動を把握する18個の3軸加速度セ

見据えた開発が可能になる。

コストがかかるため、試作機すら容易には

効 率よく放熱させるかが重要です。試作

作れない。そこであらかじめコンピュータ

機が完成してからの設計変更では、膨大

コンピュータ上で現実世界の現象を再
現。その挙動

※1

上に作った仮想世界で、起こるべき現象

な時間とコストがかかってしまいます。そこ

を解明・理解し、シミュレーションを重ね、

でシミュレーション解析により、事前に目

理屈や理論を駆使して研究・開発を行う。
このように航空宇宙産業や自動車産業

ンサーを取り付け、総計182チャンネルを

実験に裏打ちされた解析モデルで
開発期間を短縮

同時に測定した。

現在、超大型油圧ショベルには、各種
角度センサが搭載されているため、機械が

「1日10時間、2週間にわたってデータを

現場でどんな掘削作業をしているかがデ

田村がセンタ長を務める実 験 解 析評

こうした努力は開発期間を大きく短縮

収集、その分析結果と当社の試験場内で

ータから“見える”ようになった。また、この

に見えない風の流れや熱を再現するので

価センタが発足したのは2008年10月。シ

した。例えば以前は、油圧ショベルのフレ

の実験結果を突き合わせました。結果、双

データを用い、コンピュータ内で掘削状態

す」
（実験解析評価センタ長・田村和久）

ミュレーション解 析によって製品の総合

ーム部分の試作を、力をかけたときのひず

方がほぼ同等のグラフを描くことが確認

の解析が再現され、稼働率から見える現

に使われるシミュレーション解析は、建設

そもそもエンジンに求められる第一は

性能や安全性の向上に加え、開発期間の

み具合の基準値をクリアするまで何度も

できた。つまり実験条件が、高負荷で稼働

場環境や構造物への疲労損傷度も計算

機械の設計でも行われている。高性能・高

パワーやエネルギー効率。だが燃 焼率を

短縮とコスト削減が目的だ。ところが同セ

繰り返していた。ところが最近は1回、多く

する実際の現場を再現できていることが

され、仮想空間でデジタルツイン※2 が現実

品質の製品を低コストで他社に先駆け早

上げれば、それだけ高温になる。停止後の

ンタは、発足後しばらくはシミュレーション

ても2回の試作でクリアできる。正確なシ

分かったのです」

化されつつある。

く市場に出す。メーカーの使命ともいえる

熱のこもりも考慮しなければならない。一

をしていない。何をしていたのか。“実験 ”で

ミュレーションの威力である。

その課題は、シミュレーション解析の正確

方で静音性も重要だ。だが音を閉じ込め

ある。田村は言う。

さがカギを握る。油圧ショベル１つとって

れば熱がこもる。逆に放熱性を高めれば今

「正確にシミュレーションをするには、コ

も、運転室内の安全性や居住性、ブーム

度は音が漏れる。
いわゆるトレードオフの関

ンピュータ上に優れた解析モデルを構築

やアームの剛性・強度、クローラなど足回

係だが、その折り合いをどこでつけるか。

現場データを精力的に収集
実験基準の最適化を探る

実験基準がお客さまの機械の使用状況
とかい離していない事実は、シミュレーシ

「やがては中型油圧ショベルにも角度セ
ンサを搭載したい。IoT でのデータ収集、

ョン解析の精度を導くバリデーション実験

AIを駆使した分析による機械の状態予測

の適正さを物語る。

は、故障の予兆診断や効果的な保守メン

することが不可欠です。その解析モデルの

現場で機械はどう使われているのか。そ

りの耐久性、エンジンの高効率化と熱害

「いくつもの要素や条件をあれこれと変

妥当性を証明する“バリデーション
（妥当

れを把握して実験基準を適正化させるの

建機にかかる負荷は使用目的によって異

ョン解析を用いた新たな製品の設計開発

の防止、あるいは低騒音化、低 振動化な

え、最適解を探し出します。その組み合わ

性確認）実験 ”を緻密に行うことが重要に

も田村らの重要な仕事だ。

なるが、新興国ではインフラ整備が急務な

に存分に生かせるはずだ」

試験結果

写真1

14

取材・文／富永裕久
（株式会社ポントゥーン）
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エンジンルームのシミュレーション画像。占有スペースが狭いエンジンルームからいかに効率よく放熱させる
か。試作機をつくる前にシミュレーション解析によって目に見えない風の流れや熱を再現する。

※1【挙動】機械に、
ある応力を加えた時の、物体の動きや作用。

写真2

土木、鉱山、林業、解体、産廃処理など、

テナンスはもちろん、正確なシミュレーシ

解析結果

車体転倒時の運転室にかかる負荷を想定した時、それがどう変形するか。右が解析結果で、左が実際に車体
の転倒実験後の写真だ。変形した運転室全体の姿はもちろん、
１本１本のシワの筋までが、見事に一致する。

※2【デジタルツイン】デジタル上にあたかも双子のように現実世界を模したシミュレーション空間を構築できる手法。
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環境考察

© PUB Singapore, Ramboll Studio Dreiseitl

【ビシャン・パーク】
（シンガポール）

©Takanori Fukuoka

都市スケールでグリーンインフラを実践しているシ
ンガポール。かつて水を下流に早く流すように整備
されていた直線約3㎞におよぶコンクリート製の
排水路を、蛇行する自然型の川へと再生し、非常
時には氾濫原となる都市型河川公園として再整
備された「ビシャン・パーク」。公園内には広大なビ
オトープ＊が 設置され、植物とバイオフィルターを
用いて水質を浄化している。

【ポートランド】
（アメリカ）

＊ビオトープ：動物や植物が恒常的に生活できるように造成
または復元された小規模な生息空間。

©Takanori Fukuoka

自然の機能を活用し新たな社会基盤

取材・文／中村美砂子（モック社）

グリーンインフラ とは?

静岡市を流れる巴川流 域の総合的な洪
水対策として整備された遊水地。遊水地
とは洪水時に河川から水を流入させて一
時的に貯留し、流量調節を行う土地。氾濫
原となるため他目的の土地利用は難しい
が、人が入りにくい環境であることから多
様な動植物が生息する自然環境となる。

40%を隣国マレーシアから輸入してきた

散機能など、自然の水循環プロセスを活

ことから、水の自給率向上に向けた戦略

用した総合的な雨水管理が施された。

「ABC-WDG ＊」を打ち出しており、その中

ポートランドが現 在のような街になる
までには 約 20年を要しており、その間、

パーク」の再整備をはじめ、2030年まで

行政だけでなく、レストランやカフェ、ショ

に約100のグリーンインフラ・プロジェクト

ップなど民間単位でも、雨水管理と集客

整備や土地利用が行われてきた。しかし

が指定されている。現在、自給率向上に加

の双方を目標に据え、小さな取り組みを

近年では、気候変動に伴う想定外の気象

えて水質向上や洪水被害の低 減も見ら

重ねたという。やがて雨問題の解消に伴っ

災害が多発し、さらには過疎化による未

れ、グリーンインフラの好事例として注目

て景観も整えられ、結果、不動産価値も向

利用地の拡大、人口減少による経済活動

度が高い。

上した。現在、ポートランドは「アメリカで

の担い手 不足など国が抱える課 題も多

もっとも住みたい街」として取り上げられ

い。日本はいま、時代に適応した土地利用

ている。

の見直しが求められており、その解決の一

「自然を活用する」ことに着目して整備が

「都市スケール、エリアスケールで実現さ

同時に実現させる手法として、一方、ヨー

進められてきた。かつて大雨が降る度に地

せるグリーンインフラは、小さな取り組み・

グリーンインフラとは「自然の機能や仕
組みを活用した、社会資本整備や土地利
用計画」のことだ。道路や橋梁、河川整備
など公共事業はもちろん、民間企業や個
人単位にも取り入れられる「考え方・技術」
＊グリーン
インフラ
研究会

三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング
グリーンインフラ研究センター
副主任研究員／グリーンインフラ研究会 運営委員

を指す。
自然環境保全の重要性はいまや多くの

西田貴明氏
◀西田氏が運営委員を務め

るグリーンインフラ研究会か
ら発行した
『決定版 ! グリー
ンインフラ』
（日経 BP 社）
。識
者 50人による国内外の最新
事例が解説されている。

小さな技術の集合体です。行政と民間の

「防災・減災や地 域 経 済の向上を見込

連携が求められますが、だからこそ単一の

んだ整備の手法としてグリーンインフラへ

といった数々の社会課 題 解決 策として、
「グリーンインフラ」というキーワードが登
場した。

の期待が高まっています。ポートランドの

経済効果が出たなど、複合的な効果が目

ように官民 連 携の大規模な整備には時

け、雨水の貯留・浸透機能や植物の蒸発

に見えることが大切」と西田氏は言う。

間がかかりますが、専門家には多くの自治
体から関心が寄せられており、静岡県の

森林

省や環境省をはじめ、関係省庁の行政計

集落

農山

画に盛り込まれるようになった。

目として、この「グリーンインフラ」に期待が

機能を活用した取り組みが行われてきて

問題解決だけではなく、景観が良くなった、

議論が始まり、2015年 以降は国土 交 通

かす」ことにも重点が置かれている。

います。それらの点を結び、組み合わせて、

地下に人工的な雨水貯留施設を整備する
とともに、屋上緑化、緑溝、雨庭などを設

日本でも2013年頃から研究者の間で

そして今、環境保全、防災・減災、都市計

高まっているのだ。

世界の優良事例に見る
グリーンインフラの可能性
グリーンインフラを都市計画に取り入れ

既存のインフラと面的につなぎ合わせるこ

持続可能な社会を実現している優良事例

とで、都市計画やまちづくりなどに活かし

として度々取りあげられるのがシンガポー

ていこうという流れができつつあります」

ルとアメリカのポートランドだ。

と西田氏。
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下室が浸水する、汚水が川に流れるなど、
雨に悩まされてきた街だ。その対策として、

画や地域開発、さらには経済振興の結び

物の屋上や壁面の緑化など、個々に自然

助としてグリーンインフラが注目されてい
るのだ。

の確保、環境保全型の農林水産業の展開

人に受け入れられているが、グリーンインフ

ンインフラの1つです。とくに近年では、建

またポートランドにおいては、
「グリーン
インフラ」という概念が出てくる以前から

街道の「並木」や「防風林」など、日本で
も古くからグリーンインフラと捉えられる

ロッパでは気候変動への適応策や水資源

ラは自然を単に「守る」だけではなく、
「活
「たとえば、古くからある防風林もグリー

行政単位での活用の拡大が
より大きな効果を生む

に、多機能型・都市型河川公園「ビシャン・

このような概念や取り組みはアメリカと
少子高齢化や人口減少、多発する想定外の気象災害、こうした状況下で起こる
多様な社会課題に対し、
「どう適応・解決していくか」
「今後どのような都市計画・
ヨーロッパで先行し、1990年代後半から
まちづくりを進めればよいか」が各所で議論されている。そんな中、解決へ導く
「グリーンインフラ」という言葉が使われる
新たな考え方の1つとして注目を浴びている新しい社会基盤の考え方があるという。
ようになった。
（＝グリーンインフラストラクチャー/Green Infrastructure）
」だ。
それが「グリーンインフラ
アメリカでは環境保全と、多発するハリ
我々の暮らしにいかなるものをもたらすのか ̶̶ 専門家に話を聞いた。
ケーンなど豪雨災害に対する雨水管理を

グリーンインフラは未来に向けた
世界共通のキーワード
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【麻機遊水地】
（静岡）

1990年代から自然を活用したまちづくりに取り組
んだポートランド。道 路沿いには植 栽帯や緑 溝、個
人邸やレストランなど民間の建物には雨庭などを設
けて雨水を集め、地下への雨水流入を遅延させると
ともに、合流下水道への雨水流出を低減させた。行
政・民間連携の様々な取り組みにより、防災、生態系
保全、経済的効果などを生んだ。

シンガポールは、自国消費する水の約

『麻 機遊水地 』をはじめ、数多くの実践事

漁

例もあります」

村

しかし資金面や技術体系の不足など、

都
河川

海岸
農地

「まだまだクリアすべき課題も多い」と西

市

田氏。グリーンインフラの構成要素は「自
然 = 生きもの」だ。機能の確実性が低く評

都市農地
遊水地

グリーンインフラが
もたらす効果
都市エリア

価も難しい。が同時に、そうした環境評価
のための研究プロジェクトも進んでおり、

都市緑地

行政の仕組みの中でのグリーンインフラの
空地

道路

公園・緑地

減災、ヒートアイランドの緩和、持続的な雨水管理、
治水、生物多様性の向上、不動産価値の向上など

農山漁村エリア
治水、土砂災害の防止、生物多様性の向上、食糧生
産、
自然資源を活かした地域産業の活性化など

活用も拡 大 傾向にある。拡 大が進めば、
点在する既存の小さなグリーンインフラを
線や面でつなぎ、やがてより大きな効果を
創出するのだ。

緑道
庭

◎イラスト出典：Four Rooms,
『決定版！ グリーンインフラ』
（ 2017年発行・日経 BP 社）

＊ABC-WDG「ABC Water Design Guidelines」の略。美しく、
きれいで、生き生きとした水と暮らす国にする という目標から
「Active」
「Beautiful」
「Clean」の頭文字が使われている。
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Japan

『i-Construction 推進展』で13ｔクラスの
ICT油圧ショベル「ZX135USX-6」を初披露

CT・IoTに関連するさまざまなソリ
ューションを「Solution Linkage」
として 展 開している日立 建 機で
は、i-ConstructionをはじめとしたICT
施工ソリューションにも注力している。
7月18日〜20日に東京ビッグサイトで開
催された『 i-Construction 推 進 展』
にお
いても、ICT・IoTを活用してお客さまの課
題解決に貢献するソリューションの数々を
紹介した。
起 工 測 量から検 査までICT 施 工に必
要なデータをつなぐ「Solution Linkage
『 i-Construction 推進展』
の日立建機ブース。ZX135USX-6のVR 体験ほか、
マシンガイダンスのシミュレー
Cloud」
、スマートフォンやモバイル端 末で
タ体験コーナーも設置。
手軽に現 場を 見える化 する「Solution
Linkage Mobile」
、不 安 定な通 信 環 境 「ZX135USX-6」が 新たにラインアップ。 な作業を実現する。
また2次元マシンコント
下でのICT 施工をサポートする「Solution 『i-Construction 推 進 展』の日 立 建 機
ロール仕様も用意し、小規 模な工事や、測
Linkage Wi-Fi」
、スマートフォンで手 軽
ブースでも実機が展示され、
7月よりレンタ
位衛星を捕捉できないような建設現場に
に土 量を計 測する「Solution Linkage
ル開始、
10月より販 売をスタートするこの
おいても2次 元のマシンコントロールが現
ZX135USX-6は、13t クラスの後 方超小
場作業の生産性を大きく引き上げる。
Survey」など、施工現場の生産性や安全
旋回型の特長を活かし、i-Construction
性を向上させ、ライフサイクルコストの低減
このほか、駐車場や生活道路などの工事
に対応するとともに、建築基礎、住宅造成、 向けにPATブレード※2の3次元マシンコン
をめざす、
日立建機が提案するICT 施工ソ
田畑などの整備といった比較的小規模な
トロールを搭載したミニショベル「ZX35Uリューションだ。
工事や、都市部の狭あいな現場でのICT 施
こうした中、日立建機 独自によるマシン
5B」を展示した。追尾型のトータルステー
工の導入を可能にする。
コントロール 機 能「 Solution Linkage
ションを用いて、ブレードの高さとチルト角

I

Assist 」を 搭 載したICT油 圧ショベ ル

「Solution Linkage Assist」
は、
GNSS※1
受信機から得た機械の位置情報やバケッ
ト爪先の3次元情報を基に、
3次元施工デ
ータに沿って機械のブーム、アーム、バケッ
トをリアルタイムで半自動制御する機能で、
施工目標面を過掘りすることなく、効率的

度を自動調整しながら整地作業が実施で
き、駐車場や生活道 路などに適した工事
が行える。
ICT油圧ショベルの新たなラインアップ
は、地方や民間の発注による工事にもICT
施工を導入できる機会を増やすことになる。

Australia

ダンプトラックの自律走行システム導入に向け
豪州最大の石炭専業生産・販売会社と協業合意

ねてより日立グループの強みで
あ る、
「情 報 通 信 技 術」や「制
御 技 術」をはじ めとした 先 端
技 術を結 集させて開 発を進めてきた 鉱
山 用ダンプトラックの自律 走 行システム
（Autonomous Haulage System／以
下、AHS）
。このたび日立 建 機は、オースト
ラリア最 大の石炭専業の生産・販売会社
であるホワイトヘイブン社とAHS 導入に
関する協業に合意した。
この合 意により、同社の主 力鉱山であ
るモールスクリーク鉱 山（ニューサウスウ
ェールズ州 ）で 稼 働 するダンプトラック
EH5000AC-3への段 階 的なAHS 導 入
と、
AHS 導入に必要となるインフラの整備
がスタートする。
鉱山会社では、機械の自動化やコストの
低 減だけでなく、鉱山運営全 体の安 全や
効率化を図る最善の手法を探っている。日
立建機グループでは、日立グループが有す
る先端技 術を活かした AHSのほか、世界
各地の鉱山に導入実績をもつ日立建機グ
ループのウェンコ社が開発した運行管理シ
ステム
（ Fleet Management System）

India

20t クラスのZX200X-6の機能を踏襲
した、
13tクラスの後 方 超 小旋回型ICT
油 圧ショベルZX135USX-6。丁 張りや
検測作業などの工程が減り、工期の大幅
な短縮が可能となる。
※1 GNSS
（Global Navigation Satelite System）
：衛星測位システム
※2 PATブレード＝Power Angle Tiltの略で、通常の上下動作に加え、
チルト、
アングル動作も可能としたブレード
（排土板）
。
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といったソリューションを提 供することで、
お客さまが求める鉱山運営の安全性や生
産性の向上、機 械のライフサイクルコスト
低 減に貢献できる。今回の合意により、ホ

ワイトヘイブン社と日立建機は豪州におけ
るAHS普及の新たな一 歩を踏み出し、石
炭鉱山業界における技術革新の最先端に
立つことになる。

工場近接の小学校にeラーニング・センターを設置
先進的授業を可能にしたタタ日立の社会貢献

ンドにおいて日立建機製品の製
造・販売を行っているタタ日立コ
ンストラクションマシナリー（以
下、タタ日立）
では、CSRの一環として西ベ
ンガル州のカラグプール工場に近接するラ
ップナラヤンプール小学 校への支援活動
を続けている。
昨年 6月、子どもたちの能力開発に向け
た支援として、小学校ではまだ数少ない、
こ
の村でも初めてとなるeラーニング・センタ

イ

ブース内では日立建機が支援するさまざまなICT 施
工ソリューションの紹介も行った。

自律走行システムを搭載したダンプトラック。

か

ーを設置。政府の基準に準拠してデジタル
化されたプラットフォームにより、子どもたち
は世界中から情報や学習の素材が得られ、
ライブ動画や画像による学習が可能となっ
た。eラーニングを通じて、既存の概念に捉
われない考え方と創造力を育むのに特に
必要な基礎的な能力を学ぶことができる
ほか、ネットワークを通じて都市部の学校
との交流にも活用されている。
タタ日立では、教育におけるテクノロジー

の重要性を伝えるため、とりわけ初等教育
の現場に力を入れている。
この度のeラーニ
ング・センター設置により、先進的な方法で

教育できることは先生方からも高く評価さ
れ、同校のビレン・パル校長からは「タタ日
立がこの施設をつくってくれたことにとても
感謝しています。それは私たちの
予想を上回るものでした」と謝辞
が寄せられた。
大きなプロジェクターを通じて、
これまで200人以 上の子どもた
ちが学んだほか、
センターは今後、
持続可能な能力プログラムへの
ステップとして、大 人のための能
力開発と、健康管理プログラムに
も使われる予定だ。

世界中から得られる情報や学習素材を
動画や画像を通じて触れることで、子ど
もたちは豊かな創造力を発揮するために
必要な基礎的能力を身につけることが
できる。
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5 名様 に！

読者プレゼントクイズ
クイズに正解された方の中から抽選で 5名様に、
ICT油圧ショベルZAXIS 200X- 6のスケールモデ
ル
（1/50スケール）
をプレゼントいたします。

i-Consutructionをはじめとした
ICT 施工に対応するICT油 圧ショ
ベルZAXIS 200X- 6の1/50サイ
ズの新しいスケールモデルです。

※締め切り：2018年12月14日必着

【問題】
ティエラプラス

先進国の中で有数の森林大国であるといわれ
る日本。森林面積は、国土のおよそどのくらい
を占めているでしょう？
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