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まち・ひち・しごと創生政策の見える化と PDCA 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
１.はじめに 

今年度、「まち・ひと・しごと創生政策」が実質的に実効段階に入る。多くの基礎自治体では重点的政

策に位置づけ、PDCA サイクルにより政策評価を展開すると同時に住民との情報共有を進めることが求め

られる。以上の課題をより良く機能させるため「政策評価調書」形態の見直しや政策評価プロセスの改善、

定量的指標の見直しなど努力が重ねられている。そうした努力の積み重ねは重要であり、継続しなければ

ならない。しかし、大胆に見直しても、それだけでは問題は解決しない。なぜならば、政策評価に関わる

人間行動の体質自体に本質的課題が潜んでいるからである。政策評価を巡る組織の思考自体が持っている

思い込みを認識し克服する手法の展開が必要となる。現行の政策評価制度の中で政策評価調書の記載の質

的改善、政策評価を巡る情報の質的改善といった地道な取り組みでも政策の進化をもたらし、政策思考の

体質自体を改善することが可能となる。なぜならば、政策評価調書の形態や文言は、当該組織の論理性や

分析力を如実に表すからである。 
政策評価とそれを通じた説明責任において「可視化」や「見える化」が重要な点として指摘される。可

視化と見える化は同義のイメージとして使用されることが多い。しかし、厳密には両者は異なる。可視化

とは、見たいという意欲を持つ住民には情報を適切に提供することであり、見える化とは見たいと意欲す

る住民だけでなく、とくに無意識で意欲を持たない住民にも目に触れる状況にすることである。見える化

は、コミュニティや地域政策に関心のない住民に目を向けてもらうために不可欠な要素となる。 
 
２. 論理性の追求 

見える化の前提として、組織が抱えている思い込みを認識することが重要である。重要なことは、思

考と論理性の違いを認識することにある。思考とは、知識と情報によって新たなイメージを形成するこ

とであり、論理性とは、思考によって生み出された新たなイメージを言葉と言葉の関係に注意しながら

誰にでも理解してもらえるように一般化した文脈で表現することである。思考は、あくまでも新しいイ

メージの形成への挑戦であり、論理性は他者にイメージを伝える一般化のプロセスである。 
論理性の追求は、広く地域住民に制度や政策等を見てもらうため、また開かれた政策議論を進める前

提となる見える化のためにも不可欠な存在である。政策評価調書は、政策の進化を地域と住民に伝える

見える化の論理性を担保する場であることを改めて認識し、行政内部の事務処理の文書ではないことを

再確認する必要がある。このため、政策評価調書の記載において、上記の意味の論理性がどこまで担保

されているか政策評価のプロセスを含めた質を判断する際に極めて重要となる。一枚の政策評価調書の

中にも、いろいろな矛盾や不明確な内容が記載されていることが少なくない。そのことは、政策評価調

書の質の問題にとどまらず、政策評価制度自体の事務的ルーティン化が進んでいることを示唆する。 
 
（１）官庁文学 

論理性の追求があって、はじめて見える化とそれによって惹起される開かれた政策議論が可能となる。

政策評価調書の作成にあたっても、行政の業界用語や文章を使用することなどは極力避ける必要がある。

行政が業界用語を使って限定的な論理性を追求することを「官庁文学」という言葉で表現することがあ

る。これは、限定された論理性追求によって文書や発言に現れる官庁が使用する独特の表現を意味する。

官僚体質を表す表現として、前例踏襲主義（過去の事例をベースに将来に向けた意思決定を正当化する

こと）、稟議制度（下部機関で作成された原案を関係部門、上位部門に回付して同意を求めること）、依

法主義(法令の条文に形式的かつ過度に依拠すること)などがよく指摘される。そのいずれもが、官庁独

自の論理性を追求するためにエネルギーの多くが費やされる結果生み出される集団行動の代表例であ

り、規模の大小にかかわりなく、国と地方自治体の大きな行政体系の中で基礎自治体たる市区町村もこ

の官庁文学の構図の中に程度の差はあっても存在している。民間企業でも同様の体質が内在している場
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合、お役所体質やお役所仕事等の言葉で揶揄される。 
もちろん、官庁文学を通じて論理性を追求することは、一定の役割を果たす。官庁内部で制度や政策

の内容を明確に意思共有して確実に執行していくために有用だからである。しかし、官庁文学としての

論理性追求が閉鎖的に繰り返されれば、そこに埋め込まれている思考は、自由や飛躍ではなく過去に形

成された思い込みを積み重ねた硬直化したイメージにすぎなくなる。そこに、前例踏襲や過度に法令の

文言解釈に依存する依法主義が浸透する温床が生まれる。そのことは、着実に組織文化として定着する。

政策評価調書の記載内容が限定的な論理性に陥っていないか、常に外部の目に晒すことが必要となる。 
 
（２）多義性と曖昧性の克服 

政策評価調書をめぐりさらに指摘しておくべき事項として、第２に多義性、曖昧性の問題がある。制

度や政策の展開においては文章解釈が持つ特性として「内容を明確にする」以上に「状況に即して解釈

し理解する」ことを優先する場合が少なくない。このことが、制度や政策を個別事例ごと、あるいは解

釈する人や組織等の立場で伸び縮みさせる要因となる。多義性と曖昧性は、異なる概念である。 
多義性とは、言葉の明確な意味としていくつかの内容があることである。多義性は、辞書的多義性、

代名詞的多義性、文章的多義性に分けられ、辞書的多義性は、単語の意味として複数以上の内容がある

こと、代名詞的多義性とは代名詞が指し示す内容が複数以上あること、文章的多義性とは単語が統合さ

れた文章の文法に則った解釈において複数以上の内容があること、を意味する。 
多義性を完全に排除することは困難であり、また不適切である。しかし、政策評価調書の記載を通じ

て多義性による虚偽や多義性を活用した制度・政策の伸び縮みが発生するとすれば、これに対して多義

性を可能な限り排除し明確化する努力が必要となる。制度・政策の伸び縮みにより、制度・政策の本来

の意図とは乖離した点に効果が帰着し、政策評価自体を形骸化させる大きな要因となるからである。 
一方で曖昧さは言葉の不明確さ・不正確さを意味する。したがって、曖昧な内容は、使用する文脈ご

とに内容を変えると同時に、それぞれが一定の価値観の中で正当性のベールを持つことになる。多義性

以上に、制度・政策を伸び縮みさせる要因となりやすい存在である。 
多義性と曖昧性を持つ政策評価調書は、読み手による幅広い解釈を可能とし、評価調書自体が多義

性・曖昧性の塊となることで、PDCA サイクル自体の信頼性を失わせる。多義性と曖昧性を持つ記載を

政策評価調書の検証を通じて改善する努力を続けることは、政策に関する説明責任の充実を通じて政策

思考の体質改善を図ると同時に、政策の目的を再検証し政策の進化をもたらす要因となる。 
 

３.指標の位置づけの明確化 

見える化の充実に向けて、評価指標の位置づけを明確にすることが同時に重要となる。評価指標は達

成・未達成を直ちに問題にするのではなく、仮に未達成であれば、なぜ未達成だったのか、地域状況の

変化によるものなのか、施策・事業の効果が発現しなかった要因を判断することが重要となる。これら

の判断に基づき、施策や事業の進化に結びつける仕組みを内在化させる。指標の達成・未達成で一喜一

憂しているとすれば、指標の位置づけを根本的に改め、内外に明示することから始める必要がある。 
本来的には、各事業に対して、事業単体の活動指標（例：職業訓練講座を何回実施したか）、成果指

標（例：職業訓練講座に何人が参加し（一次成果指標）、参加した人で再就職が決まったのは何人か（二

時成果指標））を分けて整理することが求められる。事業単体の二次成果指標と他の事業の二次成果指

標の合計が施策の成果指標として位置づけられる（自治体が実施した施策により再就職が決定した人

数）。そして、地方自治体が実施した施策以外の外部要因から受ける影響が大きい指標は、課題指標（例：

常勤雇用者数・失業率）などとして分けて整理することが求められる。地方自治体自らの役割とそれに

基づく責任領域を明確にするためにも必要な視点となる。 
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（１）透明性の確保 

透明性の確保とは、意思決定や事務・事業の執行プロセスなどを外からでも認識できる仕組みとする

こと、すなわち、プロセスのオープン化を意味する。代表的存在が、見え消しである。見え消しは個々

人や組織の意思決定プロセスにおいていかなる問題提起がなされ議論が展開され、その結果、いかなる

筋道を経て結論に到達したかを明らかにすることで、意思決定プロセスに潜む思い込みを掘り起こす。 
見え消しとは、「評価をする」ことを意味する。先の意思決定者の結論を、後者の意思決定や議論参

加者が分かるように否定する仕組みであり、当然、否定の理由、そして議論と対話の流れを明確にする

仕組みである。先の意思決定者の結論を削除し、後者の意思決定者が上書きし自分の結論に置き換える。

しかし、こうした上書き方式では最終的な結論に至ったプロセスが不明確となり、そのプロセスにおい

ていかなる検討が展開され採択あるいは否定されたか、その理由は何かを認識することができない。 
このことは、単にひとつの意思決定の透明性を奪うだけでなく、政策決定に関する議論を住民が検証

することを困難にすると同時に、議論の構造化をも困難にして同じ議論が形を変えて繰り返されること

で政策の質的進化を阻む要因ともなる。ハイデガーが活用した「見え消し手法」は、既知として表明さ

れた意識を誰でもが共有できる形で否定する手法である。この手法により、議論のプロセスが明確とな

り気づきが生まれると同時に、同じ議論を繰り返すことがなく議論の構造化が可能となる。 
意思決定に向かっての様々な思考のプロセスが明らかとなり、そこでの議論を通じた時間軸の中での

検証が可能となる。意思決定プロセスを透明化することは、様々な思考に基づく選択肢をぶつけ合いな

がらその優劣について広く住民を含めた外部に伝えていくための論理的な整理を意味する。 
 
（２）政策対応 

実効性ある PDCA サイクルを展開するには、政策対応のガバナンスを意識する必要がある。目的・目

標と実績が乖離している場合、次期政策の対応基本類型としては、①継続、②調整、③再構築、④終結

の選択肢がある。そして、②調整とは、政策の基本構図は維持するものの、新たに認識した環境変化や

課題に対応するため、当該政策に対する資源配分の構造を見直すことであり、③再構築とは、政策目標

は維持しつつも、政策の基本構図を見直すことを意味する。この調整や再構築においては、以下の①達

脱型対応、②未来型対応、③探索型対応、④設定型対応からアプローチすることが有効となる。 
①逸脱型対応は、目標と乖離する現状を生み出した原因を明確にして、その原因を除去するための調

整や再構築を行う形態で分析力が重要となる類型。 
②未来型対応は、目標の達成時期に乖離が生じた場合への対応であり、①同様に原因分析を行うと同

時に、目標年次と目標値の適正性を検証し、資源配分や手法の健全性を確認する類型。 
③探索的対応は、目標の変更によって生じるギャップを検証する対応であり、原因分析以上に目標変

更に伴う手段の検討が重要となる類型。 
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マニフェストと政策の執行力 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 
今年夏の参議院選挙に向けて、政策議論が今後一段と活発化する。政策は、理想と現実の乖離を埋め

る手段の集まりである。しかし、理想と現実が乖離するのではなく「理想と現実が一致」する姿での政

策も存在する。すなわち、現実の様々なルールがベスト、あるいはベストとはいえないまでも維持した

方が良いと考える場合の人間行動である。こうした場合に発動される手段は何か。それは維持したい現

状を変えようとする考えや流れを排除する、あるいは、排除しないまでも現状をできるだけ維持し変化

は少しずつ進める流れに政策執行を転換することである。こうした政策展開は、現状を尊重し見直しを

少しずつ進める保守的姿勢と親和性が高く、理想と乖離する現状を一定のスピード感で変えていこうと

する姿勢は、革新的姿勢と親和性が高くなる。 
しかし、現実の政策では「理想と現実の乖離型」（革新型）か「理想と現実の一致型」（保守型）かを

見抜くことは簡単ではない。前者の革新型の顔を持っていても、政策執行の段階で時間をかけて少しず

つ実施するガバナンス構造であれば、後者の保守的姿勢に近くなる。また、ひとつひとつの手段は革新

型あるいは保守型の姿をしていても、多くの手段の束としてみた場合、それぞれが相互に影響し合い最

終的な政策全体の姿や質が変わることもある。いずれにせよ、政策の顔とその実態は、非常に複雑であ

り、内容、執行過程等全体をみると同時に、政策内容に注目するだけでなく、政策の執行過程にも注意

を払う必要がある。すなわち、表面的な政策内容ではその本質は判断できず、政策を実施するプロセス

を理解することが重要性である。もちろん、基本的な方向性や理念は重要であるが、現実の政策の成否

のカギは実施するプロセスの細かい点に存在する。国の予算、法令、条例や規則の内容だけでなく、そ

れを現実に当てはめ適用していく行政の裁量権の質、行政の人間行動のあり方によって政策の本質そし

て効果が大きく異なる結果となる。この点の理解を深めるため、マイケル・リプスキーが指摘した有名

な「ストリート・レベルの行政職員理論」がある。これは、政策の対象となる国民、民間企業など人々

と日常的に接している行政職員（国では税務職員、地方自治体では外勤警察官やケースワーカーなどが

例となる）は、多様かつ具体的な事例に対して設定されたルールを適用するため、あるいはどの仕事に

どの程度のエネルギーを割くかの裁量権を持ち、政策対象者に事実上の権力を強く行使する結果となっ

ているという指摘である。明確な思想の下で大きな方向性と枠組みで政策を形成しても、その具体的適

用がどのような質を持つかで政策の方向性や効果は大きく異なる結果になる。この意味から、政策を考

える重要な視点として現場主義が指摘される。政策の執行過程のうち実際に国民に接している現場の課

題を把握し、政策執行のガバナンスの課題を認識し改善することが重要性となる。 
参議院選挙に向けてマニフェストが各党、各候補者から明示される。マニフェストに本来求められる

内容として、①政治的問題点の明確化、②美辞麗句ではない実施可能性を担保した政策の提示、③政策

に対する事後評価の担保、④政策本位の選択を可能にする情報提供などがあげられる。マニフェストに

描かれた個別事業の良し悪しではなく、マニフェストの内容に現れた政策執行能力の可否が重要な判断

点であり、内容の妥当性、すなわち書かれている事項の相互間に矛盾はないかなどの評価軸が重要とな

る。とくに、日本のパッケージ型マニフェストでは、利害関係集団間の妥協的調整により形成されるこ

とが多く、政策の実施段階に入るとその妥協的関係が構造的対立に変化し相互に抑制し合い、現実のも

のにできない実態を生み出す。マニフェスト作成段階では、分断された多くの利害関係集団の利害を選

挙に向けて縦割りで個別に吸い上げるため、優先順位をつけない並列的事項記載となりやすい点に留意

しなければならない。 

政策シグナル 
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中台経済関係の変化と展開政策（２） 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （資料）中国人民銀行資料等から作成。 
中国経済の 2016 年 1-3 月期実質成長率は前年比 6.7%となり、さらに僅かとはいえ減速する動きが続

いている。個人消費や海外への輸出が弱まる中で、公共投資や不動産投資が下支えする流れである。中

国経済が底割れする危険性は低いものの、中国政府が期待する自立的構造への転換はまだ軌道に乗って

おらず、足元の経済減速が強く景況感に影響する流れが続いている。 
こうした中で、中国経済と密接な関係を形成してきた台湾に女性総統が誕生した。１月の総統選挙で

野党民主進歩党（以下「民進党」）の蔡英文氏が 300 万票以上の大差で勝利し、同時に行われた立法委

員選挙（国会議員選挙）も民進党が過半数を獲得する結果となり、安定的な政治基盤を形成した。民進

党政権の経済面の最大の課題は、国民党政権が進めて来た対中政策をいかに取り扱うかである。この点

に関して、国民党に敗退した前回の総統選挙では、民進党の基本理念を前面に出し「台湾は主権独立国

家である」との主張を展開し、「両岸はひとつの中国に属する」とする中国大陸側（北京政府）の強い

反発を招いた。しかし、今回は独立路線の強調を弱め、現状維持を明確に打ち出すことで中国との政治

的・経済的対立を回避すると同時に、中堅層にも支持を広げる流れを意図している。こうした結果、総

統選挙後の中国大陸側の談話も「台湾政策の大原則は一貫して明確であり、台湾地区の選挙結果によっ

て変わることはない。我々は、引き続き『92 年コンセンサス』を堅持し、いかなる形式の台湾独立・分

裂活動に断固反対する」といった従来同様の基本方針を繰り返すことに基本的に止まっている。 
台湾経済に大きなウェートを占める中国との安定した経済関係、そして台湾人意識の強まりという構

造的課題への取組みが民進党政権の大きな構造的課題となる。一方で厳しい中国経済の現状は続いてい

るものの、新常態に向けた供給サイドの変革など経済構造改革が着実に進めば、台湾経済の付加価値面

での進化がなければ、現在の対中関係での優位性に制約が強まることが避けられない。台湾経済の構造

改革の取組みも台湾の持続的発展の為に民進党にとって待ったなしの課題となっている。 

アジアリンク 
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木質バイオマス発電における木質資源安定供給に向けた取り組み 

 ～木質資源安定供給支援システムの構築等～ 

株式会社富士通総研 公共事業部 安藤 日出夫 

 

はじめに 

FIT（再生可能エネルギー固定価格買取制度、平成 24 年７月施行）を契機として、全国で木質バイ

オマス利用による発電事業計画が数多く進められている。公表されているもののうち、既に４割以上の

発電所が稼働を開始したが、現在も各地で新設計画が検討されているところである。 
木質バイオマス発電所の長期的な稼働・運営に向けては、燃料となる木質資源（チップ等）の安定的

な調達・確保と、取引される木質資源のバイオマス証明の発行・管理が、大きな課題と捉えられている。 
岡山県真庭地区では、平成 27 年４月より真庭バイオマス発電所が稼働を開始した。それに伴い、地

域では、関係者の連携による木質資源の安定供給体制づくりと、発電所への木質資源の総合的な取引管

理を行う IT システム（木質資源安定供給支援システム）の構築・運営に取り組み、上記の課題対応も

踏まえた正確かつ効率的な取引業務の管理を行っている。このうち、安定供給支援システムの構築につ

いては、当社が開発支援を実施した。 
今回は、岡山県真庭地区の木質バイオマス発電事業における、木質資源の安定供給に向けた取り組み

事例を紹介する。 
 

１．本事例の背景 

（１）木質バイオマス発電事業の計画状況 

この 10 年間の全国各地の木質バイオマス発電事業計画は、発表・報道されている資料等によると 105
カ所に上る（当社調べ、平成 28 年１月時点）。既に稼働を開始した発電所は 46 件（43.8%）で、8,000kW
未満の中小規模のものが多いが、今後は、5,000kW 以下の小規模なものから 8,000kW 以上の大規模な

ものまで幅広く予定されている。これらの計画における木質バイオマス発電所は、平成 27 年から平成

28 年にかけて稼働を開始するものが多く（59 件、56.2％）、各地で発電所数が急増する状況となる。 
 

表１ 全国の木質バイオマス発電事業計画 

発電規模（木質バイオマス分） 発電所件数 うち稼働済の件数 
5,000kW 未満 26 15（57.7%） 
5,000kW 以上、8,000kW 未満 37 21（56.8%） 
8,000kW 以上 41 10（24.4%） 
検討中 1 0（ ― ） 
合 計 105 46（43.8%） 

（当社調べ、平成 28年 1月時点） 

 

（２）木質バイオマス発電の課題 

木質バイオマス発電所を長期的に稼働させていくためには、燃料である木質資源の継続的な数量確保

が不可欠である。今後、各地域で計画されている発電所が相次ぎ稼働を開始することから、チップ用材

等の燃料の価格上昇や供給不足が懸念されている。それに伴い、既に稼働している発電所についても、

燃料を安定的に確保するため、その調達先を増やしていく必要がでてくることが考えられる。 
また、燃料として取引される木質バイオマスの分別管理および証明書の発行・管理も、もうひとつの

大きな課題となっている。林野庁が平成 24 年６月に公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証

明のためのガイドライン」の中で、燃料となる木質資源についての由来証明をする書類（バイオマス証

明書）の発行が必要と定められている。不正防止のためにも、木質資源流通の厳密な管理（バイオマス

事例研究 
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証明書によるトレーサビリティ）が求められるところであるが、木材の出所から発電所までの流通経路

が複雑になる場合、各段階の証明書を全て用意する必要が出てくる。大規模なバイオマス発電事業では

膨大な証明書類の発行・管理が発生し、そのための事務作業が大きな負担になると考えられる。 
 

２．真庭バイオマス発電所について 

（１）真庭バイオマス発電事業の経緯 

岡山県北部に位置する真庭地区は、西日本有数の国産材加工の拠点として、スギ・ヒノキを中心に林

業・木材産業が発達してきた地域である。真庭地区では、森林資源の新たな利活用に向け、従来から地

域関係者の連携により、「真庭バイオマス集積基地」を建設し、間伐材・林地残材や端材等の収集・チ

ップ加工等の取り組みを行ってきた。 
木質バイオマス発電事業へ向けては、平成 25 年２月に「真庭バイオマス発電株式会社」を設立。さ

らに、同年３月、関係者間の連絡・調整を行う「木質資源安定供給協議会」を設置し、真庭市をはじめ、

地元の多くの団体・企業などによる地域ぐるみの発電事業として動き出した。現在、この木質資源安定

供給協議会が核となり、木質資源の安定的で継続的な収集・供給体制づくり等に取り組んでいる。 
木質バイオマス発電事業としては、平成 26 年 10 月より燃料の収集を開始、平成 27 年４月に発電所

の本格稼働がスタートした。真庭地区での木質バイオマス利活用の取組は、以前から先進モデルとして

注目されており、発電所の稼働以後も多数の自治体や関連業者等が視察に訪れている。 
 

表２ 真庭バイオマス発電事業の概要 

項  目 内  容 

1. 事業主体 
 

真庭バイオマス発電株式会社（真庭市ほか、林業・木材産業事業者を含め 9 団

体の出資により設立） 
2. 稼働開始 平成 27 年 4 月 
3. 発電規模 10,000kW（一般家庭の約 22,000 世帯分） 
4. 燃料種類 未利用材（間伐材等由来の木質バイオマス）、一般木材（製材端材・樹皮等の一

般木質バイオマス） 
5. 運転日数 年間 330 日（24 時間稼働） 
6. 事業費 約 41 億円 

「真庭バイオマス産業杜市構想」（平成 26年 1月 真庭市）及び木質資源安定供給協議会・資料等より 

 

図１ 真庭バイオマス発電施設 

 
 

（２）発電所の稼働状況 

真庭バイオマス発電所の平成 27 年度の稼働状況として、年間の総発電量は 7,925 万 kWh、月平均は

660 万 kWh、稼働率は月平均で 95%となった。燃料（チップ購入量）については、当初計画では、年
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間で 14.8 万トンと見込んでいたが、実際は、収集された燃料の平均水分率が 42％程度と予想より乾燥

が進んでいたため、年間約 10.6 万トンの購入で賄うことができている。 
 

表３ 真庭バイオマス発電事業の稼働状況（平成 27年度） 

4月
（10日稼働）

5月 6月 7月 8月 9月
10月

（24日稼働）
11月 12月 1月 2月 3月 年間合計 月平均

2,052,000 6,428,160 6,026,400 6,495,120 6,428,160 6,415,200 5,159,328 6,546,516 6,788,328 6,609,816 6,277,600 6,713,220 71,939,848 5,994,987

2,280,000 7,142,400 6,696,000 7,216,800 7,142,400 7,128,000 5,658,180 7,162,140 7,410,680 7,223,110 6,856,380 7,337,420 79,253,510 6,604,459

95% 96% 93% 97% 96% 99% 76% 99% 99% 97% 99% 99% ― 95%

5,904 8,706 9,169 8,533 8,583 10,061 7,019 6,713 10,671 10,697 10,941 8,995 105,992 8,833

42.7% 39.8% 36.1% 42.7% 42.6% 46.4% 42.5% 44.1% 43.6% 45.2% 45.7% 41.1% ― 42.0%

売電量（kWh）

チップ購入量（t）

稼働率

発電量（kWh）

含水率  

（真庭市推計資料より、平成 28年 4月現在） 

 

３．地域連携による木質資源安定供給の取り組み 

（１）地域関係者による体制づくり 

真庭地区では、20 年近く前から木質バイオマス利活用に向けた様々な取り組みを実施してきた。それ

によって培われた地域の林業・木材産業関係者の連携を基に、他の地域に先駆けて、バイオマス発電所

向けに燃料を収集・安定供給する仕組み・体制が整備された。 
バイオマス発電所への燃料チップの供給については、計画立案当初は真庭木材事業協同組合のバイオ

マス集積基地をはじめとする６者のチップ業者・製材業者で賄う予定であったが、発電所の稼働を機に、

参加する業者が増え始めた。現在は 20 者以上となっており、燃料調達には不安がない状況である。 
業者の管理については、構築した IT システムを活用して、木質資源安定供給協議会が行っている。

新規参加する業者からの申請を受けて、木質資源安定供給協議会が、業者情報をシステムに事前登録す

る仕組みである。システムによる業者情報等の管理ができていることにより、業者数の増加への対応も

可能となっている。 
同システムには、現在、真庭地区内外の約 680 者が登録されている。内訳としては、森林組合、素材

業者、原木市場、製材業者、チップ業者、発電所等の事業者や周辺自治体が約 180 者、それ以外の 500
者は森林所有者（自伐林家等を含む）となっている。 
 

表４ 真庭バイオマス発電事業における事業者との連携 

時  期 内  容 

平成 25 年 3 月  木質資源安定供給協議会の設立 
地域内林業・木材産業関係者 37 団体で構成し、一般用材およびバ

イオマス資源の安定供給による地域林業木材産業の活性化を図る

ため設立。岡山県および真庭市、岡山森林管理署、おかやまの森

整備公社もオブザーバーとして参入 

平成 26 年 10 月  木質資源安定供給支援システムの登録機能開設、業者登録開始 
平成 27 年 4 月  真庭バイオマス発電所、稼働開始 

平成 28 年 5 月現在  木質資源安定供給支援システムへの登録業者数⇒合計約 680 者 
 

（２）山元への還元の仕組み 

真庭地区では、間伐材等の搬出意欲を高めるため、山元還元の取り組みを積極的に行っている。これ

は、発電事業での未利用の間伐材の活用によって、地域の森林整備を進めることを目的としているため

である。具体的には、木質資源安定供給支援システムに登録された情報を基に、森林所有者に対し買取

価格に加えて 500 円／トンを直接支払う制度を導入した。森林所有者にとっては、木材価格の低迷が続

く中での新たな収入源として期待されている。この制度の結果、出材する森林所有者の数及び量は増加
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しており、昨年度（平成 27 年度）実績で、約 2,300 万円が森林所有者へ還元されている。 
 

表５ 真庭バイオマス発電事業における森林所有者への還元状況（平成 27年度） 

（木質資源安定供給協議会・資料より、平成 28年 4月現在） 

 
４．ITシステムによるバイオマス証明書の発行・管理 

当地区では、IT 化による木質資源安定供給支援システムの活用によって、もうひとつの大きな課題で

ある木質バイオマス証明書の発行・管理の解決を図っている。まず、合法性等を審査した伐採計画地等

の事業地情報をシステムにデータ登録する。その上で原木市場やチップ工場への原木の持込量、チップ

の製造量などを PC で入力し、インターネットで共有することで、木質資源の由来証明、需給状況の調

整、支払明細書等を一元的に管理できるようになっている。システムの特徴としては、事前に入力され

た情報を基に未利用材か一般木材に分類、原木やチップ等を運搬する際に QR コードの付いた情報カー

ドを発行・提示することで伐採地からチップ加工までの履歴を把握・管理できる仕組みとなっている。

真庭地区の木質資源安定供給協議会では、これにより、「正確な情報の伝達」「証明書等の必要書類の発

行・管理作業の簡素化・効率化」等が図れるようにしている。 
 

図２ 木質資源安定供給支援システムの概観図 

 

 
５．木質資源安定供給支援システムの利用拡大についての考察 

真庭地区のバイオマス発電事業においては、IT 化されたシステムの活用により、木質資源供給先の拡

大や事務作業の簡素化・効率化に寄与していると見られる。そこで、地区内関係者のシステムの利用状

況を把握するとともに、こうしたシステムの他地域での利用の可能性について考察するために、各々の

関係者に対するインタビュー調査を実施した。 

4月
（10日稼働）

5月 6月 7月 8月 9月
10月

（24日稼働）
11月 12月 1月 2月 3月 年間合計 月平均

100 90 98 85 78 64 60 60 65 73 100 133 1,006 84

1,401,241 1,735,086 1,631,857 1,641,251 1,674,698 1,875,877 2,061,031 1,937,489 1,763,174 1,573,292 2,906,660 2,936,111 23,137,767 1,928,147
森林所有者への
還元額（円）

森林所有者への
還元数（人数）
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■地区内関係者（森林組合、原木市場、チップ業者、発電所、協議会事務局） 
■他県の木質バイオマス事業関係者２団体（発電所稼働中の地域と今後の稼働を計画している地域） 
その結果、現行の木質資源安定供給支援システムでは、特に、以下の機能について、利便性が高く有

用であるとの評価を得た。 
① 情報カード（QR コード）を使用した木質資源（木質バイオマス原材料）の「受入処理」機能 
② 「バイオマス証明書」の発行機能 

一方、他地域での利用を考える場合は、各々のバイオマス発電事業において参加する事業者や条件等

が違うことから、以下に示すシステム改善等が必要となると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本稿では、岡山県真庭地区の木質バイオマス発電事業における IT システムの活用等による木質資源

安定供給の取り組みを紹介した。 
今後、木質バイオマス発電事業を展開する自治体などにおいて、燃料となる木質資源の安定的な調

達・確保及び取引される木質資源のバイオマス証明の発行・管理に、IT システムの活用が非常に効果的

であることをご理解いただければ幸いである。 
 

 

 調査結果で評価の高かった「情報カード」（QR コード）を使用した「受入処理」、及び「バイ

オマス証明書」の発行機能が一連で行えるシステムとする。また、「情報カード」を発行するた

めに必要な「事業地登録」「業者登録」の機能もこれに含む。 
 「事業地登録」「業者登録」に必要な情報を管理している場所や業務内容に地域性があるため、

真庭地区のシステムで構築しているこれらの機能に対するカスタマイズを行えるようにする。 
 システムに必要な情報の管理者や木質の取引ルールには地域性があるため、地域性の確認やシ

ステム機能に反映させるカスタマイズを行うための体制が必要である。 
 地域によっては、真庭地区の木質資源安定供給協議会のように需給を調整する担当部門がない

ため、全ての関係者がエンドユーザーになる可能性もある。そのため、システム稼働後の運用

サポートや、システムメンテナンスを行う体制が必要である。 
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