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統計の散歩道統計の散歩道統計の散歩道

順位 都道府県 万kW 都道府県 都道府県 ％
1 福島県 443 福岡県 大阪府 53.5
2 鹿児島県 438 愛知県 東京都 48.5
3 茨城県 416 茨城県 神奈川県 41.3
4 北海道 326 兵庫県 埼玉県 40.6
5 熊本県 323 千葉県 富山県 36.3
6 宮崎県 316 鹿児島県 愛知県 36.3
7 千葉県 316 静岡県 香川県 29.8
8 宮城県 309 栃木県 佐賀県 27.5
9 大分県 303 群馬県 愛媛県 26.6

10 栃木県 297 埼玉県 滋賀県 26.3
11 福岡県 241 大分県 徳島県 25.7
12 静岡県 227 北海道 京都府 25.4
13 岡山県 223 熊本県 兵庫県 25.4
14 群馬県 212 大阪府 福岡県 25.0
15 三重県 205 三重県 広島県 23.8

大分県 11.5

全国平均 15.5
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　今月は、「再生可能エネルギー発電設備の導入状況等」を取
り上げます。
　本統計は、資源エネルギー庁が、2012年7月1日に開始し
た「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」に基づく発電
設備の認定量及び導入量（容量、件数）をまとめたもので、月
次で都道府県別・市町村別の数値が公表されています。なお、
本制度は、電気利用者全員から賦課金という形で集めた費用
を用いて、再生可能エネルギー源により発電された電気を一
定の期間、国が定める固定価格で、その地域の電力会社が買
い取ることを義務付けるものです。ここにいう再生可能エネ
ルギーとは、資源が枯渇せずに繰り返し使え、発電時や熱利
用時に地球温暖化の原因となる二酸化炭素をほとんど排出
しないエネルギーとして法律1で規定されているもので、太
陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等があります。本統計にお
ける「認定量」とは、本制度に基づき、国から設備認定を受け
た容量（件数）を示す一方、「導入量」は、実際に稼働開始した
設備の容量（件数）を意味しており、その差は未稼働設備の容
量（件数）を表しています。
　大分県の再生可能エネルギー発電設備の認定容量を見る
と、本制度導入以降、大きく増加しており、本年6月末時点で
303万kWと全国第9位となっています。また、全体に占める
ウエイトは小さいものの、バイオマス発電設備の認定容量

（242.6千kW）及び地熱発電設備の認定容量（9.6千kW）は、
それぞれ全国第１位の座を確保しています。一方、導入容量
を見ると35万kWとなっており、全国第11位と認定容量よ

りも順位は低くなっています。また、導入容量が認定容量に
占める割合は11.5％（全国：15.5％）となっています（図表1
～3）。市町村別に見ると、大分市では導入容量が全国１位と
なるなど導入が進んでいる一方（認定容量に占める割合：
25.8％）、玖珠郡九重町（同：1.2％）や由布市（同：2.7％）では
導入率が低位に止まっています。認定された設備が未稼働と
なっているケースがあることの背景には、計画策定時の予算
以上に費用が発生して建設工事が遅れているケースや、計画
用地の取得が思うように進まないケースなどがあるようで
す。また、最近では、電力会社が固定価格買取制度に基づく新
規契約の受付を中断する動きが見られます。こうした動きを
受け、経済産業省では、固定価格買取制度を抜本改定するた
め、専門家による作業部会を設置し、送電網の強化や買取量
の制限、買取価格の改定頻度を高めるなどの方策を検討して
いく方針です。
　こうした制度の見直しは、再生可能エネルギーの先行きだ
けでなく、電力料金全般等を含め、幅広い範囲に影響する可
能性があるため、今後の動向には注視が必要と思われます。

日本銀行　大分支店　総務課　井上 眞希子 氏
いのうえ ま き こ

再生可能エネルギー発電設備の
導入状況等について

～別府大学国際経営学部　旅と地域の研究会～

地域資源を観光的に有効活用する方策を探求し、地域の
課題を自律的に見出すことのできる人材を育成する　

学生たちが自主的に創設した研究会
　「旅と地域の研究会」は2000年10月に創設された「地理学
研究室」を引き継いだものです。本学には学生が中心となっ
て「研究室(会)」と呼よばれる“自主課外ゼミ”が組織されて
います。当研究会もその一つとして創設されました。
　筆者は現所属学部への異動に際して「この良き伝統を新学
部にも取り込もう」と、「旅と地域の研究会」と装いも新たに
して活動を継続させました。最近は県内の自治体と連携して
地域資源の観光的活用の方策について調査を進め、学生たち
も精力的に活動しています。

フィールドワークを通して地域の現状を知る
　当研究会は創設以来一貫してフィールドワークを実践し
てきました。活動の一例を挙げると、宮崎県椎葉村では重要
伝統的建造物群保存地区に選定された山間集落を対象とし
て、過疎化と文化財保存という問題に取り組みました。高知
県檮原町では、全国初の「棚田オーナー制」を始めた集落を対
象として、地域社会一体となった取り組みの実情を調べまし
た。
　旅と地域の研究会となってからは、先に述べた通り自治体
からの調査依頼が多くなりました。現在は『地域資源の観光
的活用の方策とそれを活かした観光ルートの策定』、『郷土の
偉人を“地域のお宝”と位置付け広く紹介する』といった研究
を進めています。また、県と共同で『香りをテーマとした“観
香マップ”作成』、『“景観”を地域資源と位置付け「重要文化的
景観」選定に向けた調査』等を行っています。
　こうした調査・研究を通して地域の現状を把握し、地域資
源を効果的に活用する方策を探究しています。

学生たちも積極的に参加するフィールドワーク
　上述の調査には学生たちを参加させてきました。さらに、
学生たちは自分たちでテーマを決めて精力的に調査を実施
しています。昨年は別府市新別府地区を調査しました。この
地は大正時代に「温泉付き別荘地」として開発され、別府の歴
史を語る上で重要な空間ですが、高度経済成長期以降別荘地
は次々と転売され、駐車場・アパート・宅地開発によって由緒

ある町の区画は崩れています。この調査を通して学生たち
は、細分化された土地は元に戻ることは困難であり、歴史的
な景観との空間が失われていく現実を目の当たりにしたよ
うです。また、別府市で活躍するボランティアガイドの実情
と課題についても調査しました。聞き取りによってガイドさ
んたちから説明場所や説明資料の発掘方法やガイド中の苦
労話を伺いました。そして、地域のお宝の重要性を再認識し
たようです。
　学生たちは「地域の実情・変容は一体何を意味し、どのよう
な問題を生み出しているのか」という問題意識を常に持って
取り組んでいます。　

成果の公表によって成長する研究会と学生たち
　当研究会は調査・研究の成果は公表することを義務付けて
います。報告書『研究年報』を刊行するとともに、２月初旬に
は発表会を開催しています。学生たちはこの成果公表の準備
の過程で、調査を振り返り、新たに課題解決の糸口を掴むこ
ともあります。また顧問(筆者)とのやり取りの中で、レポー
ト作成力も格段と上がっていきます。
　旅と地域の研究会は、このように地域資源の活用という観
点から、地域活性化の道筋をつける研究を重ねております。
学生の視点は時として周囲を驚かせることもあります。
　今後も地域の皆さんと共に「地域の未来」について考えて
いく所存です。
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中山研究室での活動の様子

図表2 認定容量と導入容量

図表1 全国の上位15都道府県（2014年6月末時点）

（資料）資源エネルギー庁『再生可能エネルギー発電設備の導入状況等』

１エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な
　利用の促進に関する法律

図表3 導入率


