
エネルギーのビジョンと方向性

資料４
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１ 風力発電推進拠点都市
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出所）総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会（第４2回会合） 資料1 「2０５０年カーボンニュートラルを見据えた2０３０年に向けたエネルギー政策の在り方」 , ｐ1５, 2０21/４/2８

２０３０年のエネルギーミックス見直しの議論では、陸上風力・洋上風力とも政策強化により導入量

の積み増しが検討されている。

現状と課題：風力発電の位置付け

３３

出所）ＮＥＤＯ ＨＰ 「日本における風力発電設備・導入実績（福岡県）」 , ｈｔ ｔｐｓ ://ｗｗｗ.ｎｅdｏ.ｇｏ. ｊｐ/ ｌ ｉｂ rａrｙ/ｆｕｕrｙｏｋｕ/ｃａｓｅ/ｐrｅｆ _４０.ｈｔｍｌ （2０21/６/３０閲覧）

ＮＥＤＯのデータベースでは、２０1８年３月末時点で、北九州市内には陸上風力発電所が６か所ある

が、２０００年代前半稼働の発電所もあり、今後は適切なリプレースが課題となる。

なお、系統や土地に空き容量があれば、リプレースにより大型化・総出力の増加を図るべきである

が、実際には現在の総出力を超えるリプレースは難しい場合が多い。

稼働年月 設置者 設置場所 総出力 用途

2００３/３ エヌエスウインドパワーひびき 北九州市 1５,０００ 売電事業

2００６/11 北九州風力発電研究所 北九州市 1,９９０ 売電事業

2０1３/６ ＮＥＤＯ/電源開発 北九州市 2,０００ 試験研究

2０1３/９ 電源開発 北九州市 2,７００ 試験研究

2０1７/３ エネ・シードウィンド 北九州市若松区響町 ４,０００ 売電事業

2０1７/12 響灘ウインドエナジーリサーチパーク合同会社 北九州市 ６,６００ 売電事業

現状と課題：風力発電の位置付け
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出所）経済産業省 洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会 「洋上風力産業ビジョン（第１次）概要」, ｐ2 , 2０2０/12/1５

洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会において、令和２年1２月に「洋上風力産業ビジョ

ン（第一次）」が策定され、官民の目標が設定された。

現状と課題：風力発電の位置付け
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出所）経済産業省 第３回 洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会作業部会 資料９「2０５０年カーボンニュートラル実現のための基地港湾のあり方に関する検討会について」, ｐ1,

2０21/４/1

一般海域においては、促進区域の指定のほか、有望な区域、一定の準備段階に進んでいる他の区域

が存在している。

九州では、①長崎県五島市沖では既に発電事業者の指定が行われており、次いで⑧長崎県西海市

江島沖が有望区域となっている。

北九州港は港湾法の基地港湾に指定されており、大型風車の設置・維持管理に必要な地耐力強化

等の工事を実施中である。

現状と課題：風力発電の位置付け
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出所）経済産業省 洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会 「洋上風力産業ビジョン（第１次）概要」, ｐ７ , 2０2０/12/1５

官民協議会における案件形成目標によると、九州エリアは、２０３０年に２９８万ｋＷ、２０４０年には

７７５～11９０万ｋＷの導入イメージとなっており、高い期待が寄せられている。

一方、北九州市周辺では、洋上風力の開発状況はひびきウインドエナジー（最大２２万ｋＷ）及びグ

ローカル（最大０.９９万ｋＷ）のみに留まっている。

現状と課題：風力発電の位置付け
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出所）経済産業省 洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会 「洋上風力産業ビジョン（第１次）概要」, ｐ1８, 2０2０/12/1５

洋上風力産業ビジョン（第一次）では、サプライチェーン形成の一環として「洋上風力人材育成プロ

グラム」を策定することとしている。

例えば英国では、下図のとおり洋上風力サプライチェーン全域において必要となるスキルの棚卸を

実施しており、我が国でも、洋上風力発電に必要なスキルの棚卸しを行い、スキル取得のための方

策を産官学で連携して検討する方針である。

現状と課題：風力発電の位置付け
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現状と課題
まとめ

九州エリア全体としては洋上風力への期待が大きく、その中で北九州港は港湾法に基づ
く「基地港湾」に西日本で唯一指定されている。
また、洋上風力の開発については、港湾区域で既に案件が形成されており、今後は一般
海域も含めた導入促進を支えるインフラ整備をはじめとした機能強化が必要である。

取組の
方向性

洋上風力を中心とした風力発電関連産業の総合拠点化
洋上風力発電のポテンシャルの最大限の発揮、陸上風力のリプレース促進
「基地港湾」を核とした総合拠点化、それを支える市内の産学官を巻き込んだ人財育成

取組の方向性（２０５０年に目指す姿）

９９

取り組みの方向性を踏まえ、３つのアクションプランを検討する。

取組の
方向性

洋上風力を中心とした風力発電関連産業の総合拠点化
洋上風力発電のポテンシャルの最大限の発揮、陸上風力のリプレース促進
「基地港湾」を核とした総合拠点化、それを支える市内の産学官を巻き込んだ人財育成

風力発電の導入促進

風力発電の導入を促進し、本市を
中心とした広域的な再エネの供
給体制を構築する。

響灘における洋上風力のポテ
ンシャル、課題の整理、課題解
決に係る取組みの検討
陸上風力のリプレースに向け
た課題の整理、課題解決に向
けた取組みの検討
環境保全とスピード感を両立
した洋上風力発電の導入に向
けた取組み（日本版セントラル
方式）

響灘地区のポテンシャルを活かし、
風力発電関連産業の総合拠点化
を図り、経済活性化と雇用創出を
目指す。

港湾区域における大規模洋上
ウインドファームの建設
風力発電関連産業の総合拠点
化に向けた取組み（風車積出
基地、輸出/移出入拠点、Ｏ＆
M拠点、産業拠点）

風力発電関連産業の総合拠点化
を支える人材の確保

市内の風力発電関連企業に対す
る学生等の関心を高め、地元へ
の就職を後押しする。

「北九州市風力発電人材育成
連絡会」を通じた地元企業の
教育機関へのＰＲ等
「（仮称）北九州市洋上風力
キャンプ」による洋上風力関
連制度の研究や国への要望の
整理、全国的な風力人材研修
の実施

２０３０年までのアクションプラン

風力発電関連産業の総合拠点化

港湾空港局 所管事業

1０1０



２ 蓄電システム先進都市

11

太陽光・風力といった天候の影響を受けやすい変動性再生可能エネルギーが大量に導入されると、

電力システム側や需要側での様々な柔軟性オプションの活用が必要となる。

特に蓄電池は、電力システム側・需要側それぞれで有効なオプションと期待されている。

出所）環境省「平成２７年度低炭素社会の実現に向けた中長期的再生可能エネルギー導入拡大方策検討調査委託業務報告書」, ｐ６７ （2０1６/０３）

現状と課題：再生可能エネルギーの課題と蓄電池の位置付け
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出所）経済産業省 第４回 定置用蓄電システム普及拡大検討会 資料４「低地用蓄電システム普及拡大検討会の結果とりまとめ」, ｐ５３, 2０21/2/2

業務・産業用の蓄電池システムが抱える課題は以下のとおりに整理されており、価格の高止まりが

普及拡大のボトルネックの１つとされている。

現状と課題：再生可能エネルギーの課題と蓄電池の位置付け
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出所）経済産業省 第４回 定置用蓄電システム普及拡大検討会 資料４「低地用蓄電システム普及拡大検討会の結果とりまとめ」, ｐ５３, 2０21/2/2

家庭用の蓄電池システムが抱える課題は以下のとおりに整理されており、やはり価格の高止まりが

普及拡大のボトルネックの１つとされている 。

現状と課題：再生可能エネルギーの課題と蓄電池の位置付け

1４



出所）九州電力送配電ＨＰ 「エリア需給実績」, ｈｔｔｐｓ ://ｗｗｗ.ｋｙｕdｅｎ.ｃｏ. ｊｐ/ｔd_ｓｅrｖｉｃｅ _ｗｈｅｅ ｌｉｎｇ_ rｕ ｌｅ-dｏｃｕｍｅｎｔ_dｉｓｃ ｌｏｓｕrｅ より作成

２０２1年のゴールデンウィークにおける九州エリアの需給バランスをみると、太陽光の発電量が大

きい時間帯で相当程度の出力抑制が発生している。

蓄電池を設置すると、日中の余剰電力を蓄電し、夜間に放電し、火力の出力を減らすことに繋がる。
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原子力 火力 水力 地熱 バイオマス
太陽光 風力 揚水（発電） 連系線（受電） 連系線（送電）
揚水（汲み上げ） 抑制 エリア需要

ピーク時は太陽光発電量の
半分程度が抑制されている

揚水発電は日中に太陽光
の発電した電気を貯める
役割を担っている

発
電
電
力
量

域
外
送
電
・

揚
水
汲
み
上
げ
・抑
制

発電電力量の合計とエリア需要（赤線）の差分が、
域外送電・揚水汲み上げ・抑制で調整されてバ
ランスしている

原子力

火力

太陽光

連系線（送電）

揚水汲み上げ

現状と課題：再生可能エネルギーの課題と蓄電池の位置付け
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出所）経済産業省 第３回 洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会作業部会 資料９「2０５０年カーボンニュートラル実現のための基地港湾のあり方に関する検討会について」, ｐ1,

2０21/４/1

２０２1年1月1３日から、全国の空き容量の無い基幹

系統に対してノンファーム型接続の適用が開始され

ている。

九州電力送配電によると、右図の色塗りされたエリ

アがノンファーム型接続の適用対象であり、北九州

市を含む広範囲なエリアで適用が始まっている。

ノンファーム型接続の場合、送電線混雑時には、接続

されている電源の出力が制限される。

なお、混雑時の処理としては、従来ファーム扱いで

あった火力が、先に抑制対象となる見通し。

系統混雑が頻発する場合、蓄電池を設置して混雑時

に抑制される電力を蓄え、空きのある時間帯に放電

することが考えられる。

現状と課題：再生可能エネルギーの課題と蓄電池の位置付け
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出所）ＴＮクロス（株）ＨＰ 「千葉市におけるスマートエネルギーシティの実現に向けた共同実証について」,  ｈｔｔｐ : //ｗｗｗ.ｔｎｃrｏｓｓ .ｃｏ . ｊｐ/ ｉｎｆｏrｍａｔ ｉｏｎ/dｅｔａｉ ｌ2０2００４2３.ｈｔｍｌ

（閲覧日2０21/６/３０）

避難所に太陽光＋蓄電池を設置し、災害時における停電発生時にも避難所の電力を一定の範囲内

で継続的に維持することが可能となる。

下図は、ＴＮクロス（株）、ＮＴＴアノードエナジー（株）、日本電信電話（株）及び東京電力ホールディ

ングス（株）による、千葉市におけるスマートエネルギーシティの実現に向けた共同実証イメージ。

現状と課題：再生可能エネルギーの課題と蓄電池の位置付け

1７

現状と課題
まとめ

変動性の再生可能エネルギーが大量に導入された場合、電力システムが複数の柔軟性オ
プションを有する必要があり、蓄電池は有力なオプションの１つである。
電力システムの安定化に加え、災害時の避難所への電力供給の維持など、蓄電池の設置
は公共施設に求められるレジリエンス向上にも資するものである。

取組の
方向性

太陽光発電・風力発電の導入推進に合わせた蓄電システムの導入拡大
電力分野における再エネ1００％普及
蓄電池を活用した再生可能エネルギー発電のベースロード化

取組の方向性（２０５０年に目指す姿）
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取り組みの方向性を踏まえ、３つのアクションプランを検討する。

取組の
方向性

太陽光発電・風力発電の導入推進に合わせた蓄電システムの導入拡大
電力分野における再エネ1００％普及
蓄電池を活用した再生可能エネルギー発電のベースロード化

再エネ1００％電力化

公共施設の電力を再エネ1００％
電力化し、電力消費に由来する
ＣＯ2排出量をゼロにしつつ、面的
に脱炭素化を図る。

2０2５年度までに市内再エネ
電力を利用した市の全ての公
共施設の再エネ1００％電力化
再エネ1００％電力の供給を北
九州都市圏域の公共施設にも
拡大
若松商店街を活用した民間企
業への再エネ1００％電力普及

ＰＶ＋蓄電池（定置型、ＥＶ）
＋省エネ機器の導入

自家消費型太陽光の最大化、余
剰電力の有効活用、省エネ機器導
入拡大、最適運用、リユース・リサ
イクルシステム構築を図る。

第三者所有方式によるＰＶ、蓄
電池、省エネ機器の導入
ＩｏＴ、ＡＩを利用したエネル
ギーマネジメントシステム、監
視システム等の構築及び導入
蓄電池のリユース・リサイクル
の仕組みづくり

再エネ（風力、太陽光）を安定化
するための大規模蓄電池の導入

風力発電及び太陽光発電の供給
電力量の安定化、出力制御の回
避による「環境と経済の好循環」
を実現する。

風力発電所、太陽光発電所へ
の大規模蓄電池の導入
導入した蓄電池を利用した出
力制御を回避する制度の構築

２０３０年までのアクションプラン

1９

３ 水素製造・供給拠点都市

2０



背景：国の水素利用の方向性

水素は、輸送・発電・産業プロセス（鉄鋼・原料）・熱利用など、電化で賄えない脱炭素分野を
含めて、幅広く活用されるカーボンニュートラルのキーテクノロジーである

日本は再エネを含む資源賦存量が国内需要に比べ小さいため、国は長期的には海外水素を
大規模に輸入することを目指している

水素サプライチェーンの低コスト化には、大量供給・大量利用の両面が必要とされる

出所：経済産業省「今後の水素政策の課題と対応の方向性中間整理（案）」（2０21.３.22）

国の
水素供給の
道筋

国の
水素需要先
拡大の道筋

短期（～2０2５年頃） 中期（～2０３０年頃） 長期（～2０５０年頃）

部門・目標量 約2００万トン 最大３００万トン 2０００万トン程度

産業部門
（工業用原料）

原油の脱硫工程で利用する水素のクリーン化、製鉄、化学分野
の製造プロセス実証等の実施

水素還元製鉄、グリーンケミ
カル（MＴＯ）等

発電部門
定置用燃料電池、小型タービ
ンを中心に地域展開

大規模水素発電タービンの商
用化（ＳＣと一体）

電力の脱炭素化を支える調
整力等として機能

産業・業務・家庭部門の
熱需要

水電解装置や純水素燃料電池の導入や、既存ガス管を含む供
給インフラの脱炭素化等に伴い化石燃料を代替

インフラ整備や水素低減を
通じた供給拡大

輸送部門
ＦＣＶ、ＦＣバスに加え、ＦＣト

ラック等への拡大
水素燃料船等の市場投入

航空機等への水素等（合成
燃料等）の利用

輸入水素
実証・準商用化等を通じた知

見蓄積、コスト低減
商用ベースの大規模国際水素
サプライチェーン構築

調達源多様化・調達先多角
化を通じた規模拡大

新たな国内供給源
（電解水素等）

実証を通じた知見蓄積、コス
ト低減

余剰再エネ等を活用した水電
解の立ち上がり

電解水素の規模拡大・新た
な製造技術の台頭

既存供給源
（副生水素等）

主要な水素供給源として最大
限活用

供給源のクリーン化（ＣＣＵＳの活用等）
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背景：本市の水素エネルギーに関する強み・ポテンシャル

製鉄、化学などの産業集積

ＬＮＧ基地が立地

火力発電所が立地

陸・海・空の物流モード

鉄鋼や化学などのものづくり産業が集積し、産業プロセスでの水素需要
が見込まれる。

産業・エネル
ギー拠点

産業基盤・物
流基盤

産業

発電

熱

輸送

複数の火力発電所が立地し、発電燃料での水素需要が見込まれる。
再生可能エネルギーが集積し、余剰電力を活用した水素製造が見込ま
れる。
複数のLNG基地が立地し、都市ガスや産業ガスでの水素需要が見込ま
れる。
陸・海・空の物流モードを有し、燃料での水素需要が見込まれる。

供給
大水深港湾を有し、大量輸送及び需要地と近接した供給拠点の形成によ
る安価な水素供給（輸送コストの低減）が見込まれる。

広大・安価な産業用地を有し、水素関連産業が立地する余地がある。
交通の要衝であり、陸・海・空の物流基盤が整備されている。
豊富な実証フィールドを有し、国プロジェクトの実績がある。

基盤

再生可能エネルギーが集積 広大・安価な産業用地

大水深港を有する

熱需要

発電需要

産業需要

輸送需要

1

2

３

凡例
（番号はアクション）

水素供給 22



取組の方向性（２０５０年に目指す姿）

取組の方向性（2０５０年に目指す姿)

広大、安価な産業用地の存在
・水素の需要・製造・供給に対
応した産業用地
・安価な工業用水

本市の強み・ポテンシャル

ものづくり産業の集積
・製鉄、化学工業、土石窯業
・自動車産業、ロボット産業、
素材産業

産
業
・エ
ネ
ル
ギ
ー
拠
点

将来的な
大規模
水素需要エネルギーインフラの集積

・火力発電
・都市ガス導管
・再エネ（風力、太陽光）

産
業
基
盤
・物
流
基
盤

産業を支える物流網
・国内外の物流網
・陸・海・空の物流モード

1

３

２

将来的な
大規模
水素供給

陸海空の交通の要衝
・国際拠点港湾、大水深港湾
・２４時間利用可能な国際空港
・本州、東九州、西九州に伸び
る高速道路の結節点

豊富な実証フィールド
・国プロジェクトの基盤
・次世代エネルギーパーク
・北九州ｴｺﾀｳﾝ/水素ﾀｳﾝ

産業・エネルギーでの水素利用拠
点化

海外水素・再エネ水素供給拠点化

先進技術×水素による
ゼロカーボン物流拠点化

〇製鉄や化学工業など産業プロセスでの
水素利用
〇火力発電所への水素混焼・専焼
〇メタネーションや水素直接利用による
電化が困難な高温帯の産業への熱供給

〇トラックや船舶など長距離物流を支え
るモビリティでの水素利用
〇物流を支える荷役機械での水素利用
〇自動運転等の先進技術との組合せによ
る労働力不足対策、物流コスト低減

〇国際水素サプライチェーンの一端を
担う海外からの大量・安価な水素受入
〇周辺地域への水素供給
〇集積する再エネを活用した水素製造

需要と供給が
港湾エリアに
集積・近接

産業用地
・

物流網

2３

※今後、港湾に関する事項については、北九州港
カーボンニュートラルポート検討会において検討

２０３０年までのアクションプラン

1
本市の主要産業（鉄鋼・化学工業）や本市に立地するエネルギーインフラ（都市ガス・ＬＮＧ火
力）において、水素を大規模に利用する可能性を持っている
そこで、想定される大規模な水素利用（火力発電での水素混焼、都市ガスのメタネーション、
産業利用など）について、各種需要の精査や課題の把握、企業の取組む大規模化に向けた実
証事業の支援を行う

本市の強み・ポテンシャルや取り組みの方向性を踏まえ、2０３０年までに以下のアクション
プランを進める

３
海外水素・再エネ水素供給拠点化

2
先進技術×水素によるゼロカーボン物流拠点化

産業・エネルギーでの水素利用拠点化

本州と九州の結節点である本市は、陸上物流・海上物流、さらには航空機や鉄道での水素利
用など、様々なモビリティでの水素ニーズが見込まれる
そこで、まずは商用化が見込まれている長距離・商用トラックや船舶での水素利用について、
ゼロカーボン物流実現に向けたビジネスモデルの検討や実装に向けて企業が取組む実証事業
の支援を行う
また、コスト削減の観点から、自動運転による人件費削減など先端技術を活用した検討を行う

大規模な水素供給に対して、国際拠点港湾である北九州港は、海外輸入水素の受入など国際
的な水素サプライチェーンの拠点としての供給ポテンシャルを持っている
そこで、将来的な海外輸入水素の受入や再エネ水素製造の大規模化に向けた検討を行う
また、北九州港カーボンニュートラルポート検討会において、次世代エネルギーの需要や利活
用方策、港湾の施設の規模・配置等について検討を行う

2４



<参考>鉄鋼業における水素需要例

鉄鋼業では、水素還元製鉄技術など、超革新技術による「ゼロカーボン・スチール」の

実現を目指している

実用化には、ＣＯ2フリー水素が安定的かつ大量に供給されることが必要

試験高炉（東日本製鉄所・君津地区）

環境調和型プロセス技術の開発

出所：ＮＥＤＯ、日本鉄鋼連盟ホームページより

※規模：容積12 ３（実高炉の数百分の１）

2５

<参考>化学工業におおける水素需要例

化学工業では、産業プロセス中の排ガス等から分離回収したＣＯ2と、人工光合成によ

り得られる水素等を原料とすることにより、基幹化学品を製造するための要素技術開

発を進め、2０３０年までに技術を確立することを目指している

経済産業省「第３回グリーンイノベーション戦略推進会議（令和2年11月）」資料より

2６



<参考>ガス事業における水素需要例（メタネーション）
ガス事業では、2０５０年カーボンニュートラル実現に向けて、2０３０年に既存インフ
ラへ合成メタン1％、2０５０年に合成メタン９０％注入を目指している

ＬＮＧ基地を有する本市においてもガス事業での水素利活用は重要なテーマとなる

出所 資源エネルギー庁、「2０５０年に向けたガス事業の在り方研究会中間とりまとめ」（2０21.４） 2７

<参考>長距離・商用モビリティにおける水素需要例

ＦＣＶメーカーも、特に長距離・商用モビリティを水素化していく方針

物流インフラが集中する本市でも物流の低炭素化の手段となりえる

出所： トヨタ自動車「モビリティのイノベーションについて」（2０1８/2/1９） 2８



<参考>港湾エリアでの水素需要例（カーボンニュートラルポート）

出所：国土交通省 プレスリリース

国土交通省は、国際物流の結節点・産業拠点となる港湾において、「カーボンニュートラル
ポート（CNP）」の形成を志向し、水素利活用を含む港湾の高度化の検討をすすめている

2９

<参考>北九州港カーボンニュートラルポート検討会

概要

〇国土交通省では、我が国の輸出入の９９.６％を取り扱い、ＣＯ2排出量の約６割を占める産業

の多くが立地する港湾において、港湾を経由した水素・アンモニア等の利活用や洋上風力発電

の導入等の脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化等を通じて「カーボンニュートラルポート

（ＣＮＰ）」を形成し、我が国全体の脱炭素社会の実現に貢献していくこととしている

〇また、北九州市においても、国と歩調を合わせ、2０５０年までに脱炭素社会の実現を目指す

「ゼロカーボンシティ」を表明

〇今般、ＣＮＰ形成に向け、民間事業者、九州地方整備局、北九州市で構成する、北九州港ＣＮＰ

検討会を設置し、次世代エネルギーの需要や利活用方策、港湾の施設の規模・配置等について

検討を行う

「北九州港カーボンニュートラルポート（ＣＮＰ）検討会」

３０

第1回ＣＮＰ検討会を
2０21年６月2８日に実施


