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北九州市/アジア低炭素化センター  
2012年2月 

アジアグリーンキャンプ 

九州の環境・エネルギー関連企業等の現場か
らアジアグリーンイノベーションの先進事例 

～北九州市アジア低炭素化センターの取組み～ 

長崎市平成23年度「環境セミナー」 



本日の講演内容 

1 センターの設立背景及び概要 

2 
具体事例の紹介 
～アジア低炭素化センターのプロジェクト～ 

3 
なぜ北九州市がここまで出来るのか？ 
～国際的なパートナーシップづくり～ 

4 
なぜ北九州市はここまでするのか？ 
～国際戦略総合特区及び環境未来都市の認定～ 
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■市場認識 

  ①人口減尐＇尐子高齢化（⇒市場縮小、競争激化 

  ②グローバル化＇空洞化、円高（⇒市場縮小、法規制の緩和 

  ③資源セキュリティ問題＇資源制約（⇒法規制強化、国内資源循環 

  ④地球温暖化問題⇒再生可能エネルギー、省エネ 

  ⑤３．１１後の社会の在り方⇒エネルギーの地産地消等 

  ⑥財政問題⇒気候変動や新エネ予算拡充、民営化 

  ⑦行政改革⇒廃棄物処理分野の規制緩和＇広域化等（ 

  ⑧ ITによるシームレス化と高度化⇒ビジネスモデルの再構築     

■今後の展開 

  ①現業のレベル向上＇顧客満足向上＋マニュアル化（と
地産地消モデルの高度化 

  ②グローバルな市場を視野にいれたビジネスモデル開
発＇BOP,リバースイノベーション、BAT技術等（ 

 

環境・エネルギー市場の在り方（私見） 
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１．センターの設立背景及び概要 
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■第１期＇～１９８０（ 

  公害の顕在化とその克服の時代＇婦人会、産学官民（ 

■第２期＇１９８０～（ 

  国際協力の時代＇KITA、二つのｻﾐｯﾄ参加、国際表彰（ 

■第３期＇１９９０前半～（ 

循環型社会対応の時代＇ｴｺﾀｳﾝ、PCB処理、ごみ有料化、分別強化（ 

■第４期＇２００５～（ 

  サステナビリティ・低炭素社会対応の時代＇環境首都、市民協働、
環境モデル都市（ 

■第５期＇２０１０～（ 

  緑の成長戦略の時代＇アジアへ環境都市インフラ輸出（ 

  ＇アジア低炭素化センター、海外水ビジネス推進協議会、
スマートコミュニティー創造協議会、「国際戦略総合特区」
「環境未来都市」等庁内推進本部（ 

北九州市の環境政策の歴史 
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大連市・環境改善 
大連市は2001年に国連環境計画からグローバル500を受賞 

スラバヤ市（インドネシア）・生ゴミ堆肥化２万
世帯以上に普及。環境改善と資源化 

プノンペン・水道事業 
無収水量率が改善 

72％(1993年)→８％(2006年) 

生ごみ埋め立てによる 

環境汚染（当時） 

堆肥化された生ごみ 

コミュニティで指導する 

北九州市の技術者 
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環境国際協力 
研修員受入： 138国 6,207人以上  専門家派遣: 25国160人 

1994年 現在 



地域資源＇国際都市間ネットワーク（ 

東アジア経済交流推進機構 

環境部会 

日中韓の１０都市ネットワーク 

広域的な環境問題
＇海洋ごみ、光化学
オキシダント等（の
解決に向けての協
力や、環境ビジネス
を促進するための
実践的ネットワーク 

北九州イニシアティブネットワーク 

アジア太平洋地域１８か国６２都市 

同ネットワークの再編を図り、低炭 

素社会づくりのアジア地域への移転 

を中心とする「アジア環境都市機構」
を創設する。 

アジア環境都市機構の創設 
各国に１～２都市のリーダー都市を 

つくり、その都市が牽引して周辺都 

市へ低炭素化を推進するなど、効率 

的な運営を行う。  
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アジア低炭素化センターの背景 

北九州市基本構想・基本計画 環境モデル都市 

環境と経済の両立 

世界の環境首都 アジアの技術首都 

都市ブランドの構築 

国際的に高い評価を受
けている環境の取組み
をさらに発展させ、世界
の人々から「世界の環
境首都」と認めれるまち
をつくります。 

研究開発機能の強化
による既存産業の高度
化と新たな成長産業の
集積を促進し、「アジア
の技術首都」をめざしま
す。 

２００８年７月認定 

人と文化を育み、 

  世界につながる、環境と技術のまち 

まちづくりの目標 

ストック型社会の理念に基づく 

低炭素社会づくり 

CO2削減目標（２０５０年）   

市域で50％  

アジア地域で150％相当 
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アジアで市内排出量の１５０％相当を削減＇=2,340万ｔ（ 

市として対応 

150％削減 

アジア低炭素化センターとして対応 

センターの目標 
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１ ２０５０年のＣＯ₂削減目標 
 アジア地域：北九州市域の１５０％相当(2005年比) 

２ ビジョン 

 日本の環境技術・システムを集約し、
“アジアの低炭素化”を推進し、持
続可能な社会の構築に貢献する 
３ 開 設 
 ２０１０年６月開設 

４ 組織と機能 

 
 
アジア・ 
グリーンキャンプ 

センター長 

アドバイザ 
リーボード 

ＫＩＴＡ 
環境協力 
センター 

市環境局 
環境国際 
戦略室 

ＩＧＥＳ 
北九州 
アーバン 
センター 

技術輸出 
の支援 

調査研究 
情報発信 

専門人材 
の育成 

センター長 

小宮山宏 
センター長 

（前東大総長） 

アドバイザリー 
ボード委員 

 

九州経済連合会会長 
国際協力銀行経営責任者 
九州経済産業局長 
北九州商工会議所会頭 
九州工業大学学長 
北九州市立大学学長 
北九州市長 

技術輸出の支援策 

技術輸出を支える都市間ネットワーク 

アジア太平洋地域 
１８か国６２都市 

東アジア経済 
交流推進機構 
日中韓１０都市 

北九州イニシアティブネットワーク 

①ハード・ソフトのパッケージ化 

②ニーズに応える現地化 

③実証実験のサポート 

④市場性の調査 
 

⑤金融・情報面での支援 
 

⑥ビジネスミッションの派遣 
 

アジア低炭素化センターの組織と機能 
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２ ビジョン 

日本の環境技術・システムを集約し、“ア
ジアの低炭素化”を推進し、持続可能な社
会の構築に貢献する 
 



アジア低炭素化センターの目的 
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２．アジア地域に低炭素技術・システムを輸出することで2050年ま
でにCO2排出量を150％（2005年比）削減する 

１．北九州市、さらには日本の環境技術を集約し、環境ビジネス
の手法で“アジアの低炭素化”を推進し、持続可能な社会の構築
を目指す 

３．アジアの成長を取り込み、北九州市の更なる地域活性化を目
指す⇒環境未来都市認定（2011.12.22） 

４．日本が持つ優れた都市環境インフラに関する中核拠点になる 
⇒国際戦略総合特区認定（2011.12.22） 



センターの目指すもの 
新興国のニーズ：単なる技術輸出にととまらず、グリーンな都市づくりと人材育成、適

正技術移転等のソフト面でのパッケージ化による解決 

都市＇街（輸出 

＋ 

人材育成の拠点化 

・公害克服の経験 

・海外ネットワーク 

環境都市“北九州市”としての総合力 
先進的な社会システム 

＇エコタウン（ 
＇スマートコミュニティ等（ 

優れた環境技術と
ノウハウ 

アジア諸都市や企業の多様なニーズに対応 

「エコシティ」「スマートシティ」「人材育成」「適正技術」等 

＋ 
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オーダメイド方式による 

ＰＰＰ※１の創出 

 

現地ニーズに基づく 

適正技術＇BOP※３（ 
＇リバースイノベーション※4創出（ 

 

温室効果ガス削減 

都市間による定量化※２ 

＇将来は二国間クレジット化（ 

アジアのグリーンイノベーション推進拠点化＇総合特区＋環

境未来都市（＝地域経済活性化＇雇用（ 

アジアのショールーム化 

※３ BOP(Base of the Pyramid) 

年間所得3,000ドル以下の所得層を
指し、世界人口の約72％ 

※４ グローバル企業が新興国で製
品や技術を開発して、先進国にもそ
の製品と技術を展開するとのこと 

※１ PPP：Public Private 

Partnership 

※２ 定量化手法＝MRV： 
Measurement, 

Reporting, Verification 



アジア低炭素化センター事業戦略 
戦略的協力事業 

①強固な都市間ネット
ワークの構築 

②都市間信頼の深化 

③行政官の人材育成 

④環境国際協力による
企業参入機会創出 

公民連携ビジネス事業 
①パッケージ化(ソフト面の
支援と市内企業参画（ 
②徹底した現地化 

③都市間連携による事業
の上流からのアプローチ 

④金融＋リスクヘッジ 

北九州市/アジア低炭素化センターの役割 

①都市間外交による総合窓口機能(グリーンアジア国際戦略特区（ 
＇環境都市としての総合力の元、地方政府間の戦略的協力事業と官民連
携ビジネス創出を同時に調整し、都市間外交によるプロジェクトマネジメ
ントを実行することで総合窓口機能を発揮（ 
②センター戦略的機能による新たなメリットの創出＇上記図：天秤の調整（ 
③都市間ネットワークの拡大と深化 

④アジア地域の人材育成＋政策パッケージ＇キャパシティビルディング（
の拠点化による上流サイドからのアプローチ 

⑤北九州市への進出メリット創出＇アジアのショールーム化（ 

センター戦略的機能 

①都市＇街（輸出(PPP) 

②人材育成＋政策協議 

③ K-MRV(CO2定量化（ 

④適正技術(BOP)によ
るリバースイノベーション 
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■官民連携によるインフラパッケージ輸出のアプローチ 

事業のプロセス 

政 策 

事業の企画 

基本計画 

設 計 

建 設 

シンガポールの
アクセスレベル 

●官民一体型のファイナンス 

●華僑ネットワーク 

●都市国家としての商品性 

●グローバルなアライアンス 

 など 

  米国の   
アクセスレベル 

●政官財の人材回転ドア 

●グローバル企業の現地力 

●現地化のノウハウ 

●高度かつ先端的な技術基盤 

  日本の   
アクセスレベル 

●高度かつ先端的な技術基盤 

政
策
で 

補
完
す
べ
き
範
囲 

出典：日本総合研究所 14 

アジア低炭素化センターの役割 

アジア低炭素化センター事業アプローチ 

上
流
サ
イ
ド
か
ら
の

ア
プ
ロ
ー
チ 



フ
ェ
ー
ズ 

プ
レ
ー
ヤ
ー 

資
金 

案件形成 

情報収集 
コンサル/ 
ＦＳ 

技術実証 

ＥＰＣ 
＇設計・調達・ 

建設（ 
機器 

政府が案件形成・マスタープラン 
・仕様書作成を積極支援 
＇政府間合意、ＦＳ補助等（ 

政府が技術 
実証をサポート 

現地企業との 
共同出資による 
ＳＰＣ構成 

コア部分以外は 
現地調達し、 
コスト低減 

オペレーション及び 
保守を含めた受注・ 
支援体制の整備、 
リスク低減が課題 

Ｏ＆Ｍ 

ＦＳ予算＇政府予算（ 実証予算＇政府予算（ 
新設企業＝政府
出資 

インフラ
ファンド 

政府出資や現地政
府・企業の出資等 

■海外インフラビジネス展開イメージとセンターの事業展開 

現状のアジア低炭素化センターの重点アプローチ部分 
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機器の融資及び
保証＝政府 

アジア低炭素化センター事業アプローチ 

出典：日本総合研究所 



実現可能性調査におけるセンターの役割 
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２．ソフト面を中心にしたパッケージ 
  メニューの提供 

３．実現可能性調査への参画 

１．海外地方政府との調整、情報収集 

４．日本政府の主管官庁との調整、情報収集 



２．具体事例の紹介 
～アジア低炭素化センターのプロジェクト～ 
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実行中プロジェクト＇FS調査（一覧 
＜新メカニズム・二国間クレジット関連⇒都市間による温室効果ガス定量化＇K-MRV)＞ 

１ 中国北京市：工場の省エネ対策推進事業＇経済産業省（ 安川電機 

６ 中国天津市：廃プラのマテリアルリサイクル事業＇環境省（ エコマテリアル 

５ インド：電気電子機器廃棄物のリサイクル事業＇経済産業省（ 日本磁力選鉱 

３ 中国大連市：節水型住宅設備機器の普及事業＇環境省（ ＴＯＴＯ 

９ インドネシア：太陽光発電・小型脱塩浄水事業(JICA-BOP) 東レ、水道機工 

４  新メカニズム構築に向けたアジア地域のMRV体制構築支援事業＇環境省（ 

２ 中国西安市：制御系エネルギー管理システム導入事業＇環境省（ 安川電機 

７ マレーシア：グリーンタウンシップ基礎調査＇NEDO) 日本総研、東芝等 

８ インド：DMICスマートコミュニティ事業化事業＇経済産業省（ 日立、伊藤忠等 
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＜静脈メジャー・国際資源循環関連⇒都市間によるエコタウン支援からのプロジェクト化＞ 

＜都市＇街（輸出関連⇒ハード・ソフトのパッケージ化と事業の上流からの参入＞ 

＜適正処理＇BOP（関連⇒現地ニーズに基づいたアジアの適正技術化アプローチ＞ 

１０ インドネシア：JICA-PPP 申請中 

＜ＰＰＰ関連⇒オーダーメイドによる官民連携ＰＰＰアプローチ＞ 



北京市における省エネ事業の展開 
㈱安川電機＇産業ロボット、インバータで世界シェアＮｏ.１（ 
経済産業省「地球温暖化対策技術普及等推進事業」 に採択される＇2010年10月（ 

省エネ効果 効果金額 投資金額 
単純投資 

回収年数 
ＣＯ₂削減効果 

中国系自動車
製造工場 

９０３ＭＷｈ ９０３万円 ４，１００万円 ４．５ ７２８ｔ 

日系精密電子
部品工場 

５，５２９ＭＷｈ ５，５２９万円 １６，２００万円 ２．９ ４，４５６ｔ 

日系陶器製品
製造工場 

４１４ＭＷｈ ４１４万円 １，３８０万円 ３．３ ３３４ｔ 

安川電機がアジア低炭素化センターの協力

を得て、北京市の３工場で製造ラインを開示

してもらい、高効率モーターとインバーター

のセットで既存の設備を更新した場合、どの

程度の省エネとＣＯ₂削減につながるかにつ

いて、大連市で過去に実証実験して蓄積し

たデータをもとに、検証した。 

⇒ 調査した工場をはじめ、北京市内の企業に対して、高効率モーター及び   

  インバーターについて、販売促進を展開 
19 



中国系大規模工場＇鉄鋼、化学肥料（を対
象に、安川電機が有する制御系EMS＇エネ

ルギー管理システム（の設置普及を進める
ことで、大幅な省エネルギー効果を実現し、
「ＣＯ₂排出削減のクレジット化」を図るため
の実現可能性を調査 

西安市における制御系ＥＭＳ導入事業調査 

現在の京都メカニズムの下では、日本

が得意とする省エネルギー製品、高効

率石炭火力等に対する適用が尐なく、

適切に評価されていない。 

そのため、日本の優れた技術や製品を

活かした海外貢献に関する新たな仕組

みづくりを行う。 

㈱安川電機 
環境省「平成23年度新メカニズム実現可能性調査」 に採択＇2011年7月（ 

※平成22年度10月の経済産業省事業に続く同社2度目の採択 

対象工場：鉄鋼、化学肥料 

温室効果ガス排出削減効果の算定 

エネルギー効率最適化
を追求した制御システ
ム導入 

安川電機 

スマートエナジー 

北九州市 

 

アジア低炭素化 

センター 

陝西省 

 

陝西省 

発展改革委員会 

本実現可能性調査の推進体制 
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大連市における節水型住宅設備機器の普及 
ＴＯＴＯ㈱(国際的に活躍する住宅設備機器メーカー（ 
環境省「新メカニズム実現可能性調査」に採択される＇2011年７月（ 

家庭の水まわりからのＣＯ₂発生 

は日本全体の約５％分に相当 

節水は、水資源の確保・保全に加え、 
「浄水～移送～排水処理」の各工程で
消費するエネルギー削減、節水による
上下水道の整備コスト低減、それらに
伴うＣＯ₂削減等の多面的効果がある 

「節水に伴うＣＯ₂排出量削減」はこれ
まで評価されておらず、ＣＤＭをはじめ
国内外クレジット制度でも承認された節
水効果計測方法は確立されていない。 

○水由来ＣＯ₂排出削減の測定方法の構築 

○二都市間・二国間でのクレジット化検討 

○節水機器の普及施策の導入検討 

 ・低利融資 

 ・節水機器の認証制度の導入 等 

ＴＯＴＯ 

北九州市 

アジア低炭素化センター 

北九州市海外水ビジネス協議会 

大連市 

大連環境交易所 

大連市自来水集団 

三菱ＵＦＪモルガン・ 
スタンレー証券 

明治大学 北九州上下水道協会 

本実現可能性調査の推進体制 

中国は全世界の人口の２割を擁する一方、
地球上の水源のわずか２％程度しか持たな
い。加えて、急速な都市化や工業化に伴い、
水需要は拡大傾向にあり、水不足や水質汚
染も深刻化している。こうした状況のもと、節
水機器普及による家庭を中心とした水使用
減尐は、日本の多大なるビジネスチャンスと
同時に、中国の持続可能な発展に貢献 
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天津市におけるリサイクル事業の展開 

2008年には、日本国・経済産業省と

中国・国家発展改革委員会との合意

のもとに、北九州市と天津市の間で

子牙循環経済産業区の高度化を目

指したエコタウン協力事業がスタート

北九州市の協力により策定したマス

タープランに基づき、同産業区では、

家電リサイクルや自動車リサイクルな

どの事業も進み、中国を代表するエコ

タウンとして発展。 

㈱エコマテリアル＇国際事業展開をするリサイクル企業（ 
環境省「静脈産業の海外展開促進のための実現可能性調査等支援事業」に採択される 

＇２０１１年６月（ 

日本の㈱エコマテリアルと天津市緑天使再生資

源回収利用有限公司が事業主体となり、廃プラ

スチックリサイクルのモデル工場及びリサイクル

団地の整備に向けた実現可能性調査を実施 

子牙循環経済産業区の家電リサイクル工場等から発生
する廃プラスチックのほか、天津市内で発生する廃プラ
スチック＇年間約２０万トン（などをターゲットとする。 

広域的な廃プラスチックの収集運搬は、山九㈱の現地
法人＇天津天山国際貨運有限公司（が協力予定。 

エコマテリアル 天津市緑天使 

北九州市 
アジア低炭素化センター 

子牙産業区組合 
ＮＴＴデータ 

経営研究所 

天津市 

日中合弁企業 

事業主体 

都市間協力 

実現可能性調査 

支援・協力 
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廃製品
回収 

グジャラート州 
スーラット市 

北九州市 
アジア低炭素化センター 

インドリサイクル企業 

政策形成・人材育成、普及啓発分野での協力 

日本リサイクル企業 

一次解
体 

微粉
砕・濃
縮 

湿式
回収 

輸入 
＇廃基盤等（ 

乾式
回収 

各種環境ビジネスの支援 

電子基板からの希尐金属回収事業 

GEPIL, Co Ltd 日本磁力選鉱 

インドにおけるリサイクル事業の展開 
日本磁力選鉱㈱＇希尐金属回収のリサイクル企業（ 
経済産業省「インドにおける電気電子機器廃棄物のリサイクル事業 

に関する実施可能性調査」に採択される＇２０１１年３月（ 

 インドでは、家電リサイクル法が2012年１月

に施行されることから、日本磁力選鉱とインド

企業の間で、家電リサイクル事業に関するビ

ジネスモデルの構築を目指す。  

第１段階：日本への輸入＇インドで処理の難しい電子基板等（ 

↓ 

第２段階：粉砕・選鉱技術の知財化・ライセンス供与 

↓ 

第３段階：共同事業の展開 

★ スーラット市 

デリー・ムンバイ間産業大動脈構想＇ＤＭＩＣ（  

 日本－インド間国家プロジェクトであるＤＭＩＣ
の一環として、アジア低炭素化センターでは、
２０１０年度より、グジャラート州を対象に、環
境配慮型の都市づくりやリサイクルビジネス形
成の可能性を探ってきた結果、 本事業に発展 
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マレーシアへの“グリーンシティ”の輸出 
日本総研、東芝、ＩＢＭ、清水建設、明電舎、三井住友銀行等 
ＮＥＤＯ「マレーシアにおけるグリーン・タウンシップ構想実現のための基礎調査」

に採択される＇２０１１年８月（ 

「グリーン・タウンシップ構想」とは、首都機能
の一部を移転した「プトラジャヤ」と、 ＩＴ・マ
ルチメディア産業の中心である「サイバー
ジャヤ」の両市を、環境都市として開発する
国家プロジェクト 

日本総合研究所 東芝 ＩＢＭ 清水建設 

 

トヨタ通商 ＮＥＣ 明電舎 三井住友銀行 

企業連合体 
アジア 

低炭素化 

センター 

支援 

支援 

ＮＥＤＯ 
＇新エネルギー・ 

産業技術開発機構（ 

マレーシア 
エネルギー・グリーン 
技術・水資源省 

協力・連携 

協力・連携 

グリーンタウンシップ構想の推進 

 本調査は、環境都市を実現するため

の計画づくりと、具体的な事業の提案

を行う。その対象分野は、エネルギー

管理、廃棄物処理・リサイクル、水、交

通など多岐にわたる。 

 アジア低炭素化センターでは、廃棄

物処理やリサイクル分野を担当。また、

スマートコミュニティ事業などの実績を

活かして、まちづくりの総合的な視点

からのアドバイスを実施 
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大連エコタウン協力 

「廃家電、廃車、廃タイヤ、廃鉛酸電池など、特定の製品を解体する事業」の新設は、モデル園区のみで行う
と規制。既存事業も「産業調整計画」及び「公文」に基づき３年程度で事業移転 

大連庄河市の沿岸部に建設中 

敷地面積：１２㎢、投資総額：１５０億元 

１ これまでの取組み ２００９年度から協力がスタート 

 ① マスタープラン策定に対する助言＇２００９年度（ 

 ②リサイクル事業の立案・実行に向けた助言＜家電・自動車等＞ 

 ③企業間交流の促進(セミナー・商談会：２０１１年１月１８日) 

    商談会：日本企業１８社、中国企業８社、商談件数３０件 

 ④訪日研修の実施＇２０１０年１０月２５～２９日：４人（ 

 ⑤事業者への政策誘導を提案：「大連市循環経済促進条例」を策定 

３ 今後の展開 

 ①大連エコタウンにおけるリサイクル・廃棄物処理の実施計画づくりを支援。 

 ②個別リサイクル事業の推進や廃棄物処理施設の整備＇日本企業の参入（などの可能性を探る。 

  ・個別リサイクル事業：自動車、家電、ペットボトル、オイル、汚泥、食品、蛍光管など 

  ・環境関連サービス事業：物流サービス、検査・測定、 ・廃棄物処理施設：焼却施設、埋立施設     

 ③リサイクル団地の枠組みを越え、住宅地も整備するなど、エコ・シティとしてのまちづくりを推進  

  ⇒大連エコタウン建設の経験を総合パッケージ化して、中国の各都市での横展開を目指す。 

２ 課題 

  リサイクル事業等の内容を掘り下げるとともに、発生する廃棄物・危険廃棄物の最終処理のイン 

フラを整備し、ゼロエミッション体制を確立することが望ましい。 

25 
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スラバヤ市は、人口300万人を抱えるインドネシア第２の都市  

２００４年度から、北九州市の協力により、スラバヤ市内 

で発生する廃棄物総量の半分以上を占める生ゴミのコ 

ンポスト化を積極的に推進＇２万世帯以上に普及（ 
⇒ 廃棄物発生量３０％以上の削減を達成 

３ 今後の展開 戦略的環境パートナーシップ共同声明に両市長が署名＇２０１１年３月（ 

  低炭素型総合ユーティリティ事業として、エネルギーや水の安定的な供給を図ることを目指す。 

 現在、JICA PPPのF/S提案中。 

  ○天然ガスによるコジェネレーションシステム、個別立地企業等の省エネシステムの構築 

  ○両者を統合化したエネルギーマネジメントシステム構築 

  ○排水処理の高度化システムの導入 等 

１ これまでの取組み 

  インドネシアでは、電力が低品質なうえ、安定的な供給が難しいことから、工業化に支障きたして 

 いる。そのため、これまでの国際協力による緊密な絆と信頼関係を活用して、スラバヤ市の工業団 

 地において、スマート化を進めることをねらいとして、予備調査や日本企業も参加したセミナーを開催。 

２ 課題 

 日本の商社等が開発した工業団地とは違い、現地の国営工業団地で
あり、工業団地運営会社や国営電力会社＇ＰＬＮ（、国営ガス会社＇ＰＧＮ（
などにいかに深く入り込むか。北九州スマートコミュニティを活かして、い
かに現地に合うモデルを構築し、移転するか。 

⇒アセアン諸国の各都市においても同様の課題を抱えており、スラバヤ市において成功モデル 

 をつくり、そのモデルの普及拡大を図る。 

インドネシアスラバヤ市プロジェクト 

26 



SURABAYA PROJECT⇒⑥NEW PRO EXPLAIN 

JICA 

WASTE 

WATER 

SIER 

SMART 

GRID 

JETRO 

BUSINESS 

SUPPORT 

PLAN FOR  

WASTE 

REDUCTION 

JICA 
JICA 

⇒METI 
JETRO (Adjusting) IGES 

Kitakyushu Asian Center for Low Carbon Society 

In progress 
Make a proposal 

 in February 
In progress 

Studying for 

The future plan 

First contact 

On 1 August 

TECHNOLOGY 

PROJECT 

STATE 

FOUND 

①WASTE WATER ②ENERGY ④WASTE DISPOSAL 

⑤ENVIRONMENTAL 

EVALUATION 

③DRINKING WATER 

  WASTE WATER 

INVESTIGATION 

OF MRV 

MEASURING 
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インドネシア BOP※プロジェクト 
東レグループ(水道機工、東レ（とセンターの共同事業 

 JICA 「BOP(Base of the Pyramid)ビジネス連携促進協力準備調査」に仮採
択される＇２０１１年１１月（ 

東ジャワ州島嶼部の電気･水道等インフラ未整
備地域において、太陽電池とハイブリッド化した
脱塩機能を有する浄水装置を用い、清浄な飲用
水を安価に供給するシステム導入に関する調査
を実施し、BOPペナルティを改善する 

 アジア低炭素化センターでは、ビジ
ネスモデル構築の鍵となるコミュニティ
開発や事業拠点開発のためのスラバ
ヤ政府との調整を担当。新興国での
展開において、現地文化等を守りなが
ら、現地ニーズに基づき適正技術の
開発や低価格なビジネスモデルの構
築が重要になる観点から、本調査を
実行することで新たな官民連携モデル
構築を目指す。 

 
※BOP(Base of the Pyramid) 

年間所得3,000ドル以下の所得層を指し、世界人口の
約72％、新しい市場として、発展途上国のBOP層が世
界的に注目される。 
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スンバワ島内病院での PVRO設置 太陽光発電・小型脱塩浄水装置＇PVRO（ 

 

補強員 

NTTデータ 

経営研究所 

東レインター

ナショナル 

有限会社 

とーく 

ローカルパートナー 

スラバヤ市 

東レ現地法人 

トウゴマ農園 
日系企業 

現地ＮＧＯ 
PUSDAKOTA 九州工業大学

白井研究室 

連 携 

指 導 

スンバワ 

ベサール県 

提案法人 

財団法人北

九州国際技

術協力協会 

東 レ 

株式会社 

北九州市 

 

水道機工 

株式会社 

（代表法人） 

協 定 



沿岸部では井戸を掘っても真水が出ない 
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離島や農村部では、飲料水を購入する 
停電は日常事 
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＜事例1＞  

企業 ： 住友化学 

製品 ： 長期残効型防虫蚊帳 

      「オリセットネット」 

地域 ： アフリカ他。WHOが普
及推進。 

効果 ：  死亡率の2割削減。 

      治療費負担の減尐等。 

＜事例2＞  

企業 ： グラミン・シャクティ社 

製品 ： 住居用ソーラーシス
テム 

実施国 ： バングラデシュ 

効果 ： 農村の家庭用小電力
の提供、収入の向上 

＜事例3＞  

企業：P&G 

製品：PUR(ピュリファイア オブ 
ウォーター（ 

実施国：アジア、アフリカなど世界
40カ国 

効果：水を浄化する粉末によって、
安全な飲料水を確保 

BOPビジネス事例 
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社
会
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
重
視 

新興国市場の主要事業の確立 

社会貢献に対する賞賛 

事業の収益性を重視 

Ｇｒａｍｅｅｎ 

Danone 

Foods 

ソーシャルビジネス＇原理主義型（ 

製品・サービスのイノベーション 

新興市場での生態系作り 

＇PPP/PFIへの参加（ 

人材リソースの確保 

IntelのWorld 

Ahead Program、

住友化学オリセット
ネット 

Ｐ＆ＧのＰＵＲ、フィリップス
の無煙ストーブ 

マイクロフランチャイズモ
デルビジネス 

HPのインド自治体デジタ
ル格差解消プログラム 

ＮＯＫＩＡの携帯市場戦
略 

BOPビジネス参入の理由 

 BOPビジネス立上げのプロセス、またビジネスそのものを通じて得られる副次的効果
や副産物も含めて検討することが必要。 

抜粋資料：2012年1月10日BOPセミナー「ＢＯＰビジネスにおける立案のポイント」 
株式会社日本総合研究所創発戦略センター  於JICA 九州国際センター 32 



 

 

 

 

 

アジア適正技術＇BAT)の構築 

北九州市の低炭素技術・手法 
①対象地域の開発段階に合わせた技術導入 

②技術のパッケージ化による付加価値向上 

③社会技術の移転を通じた社会の仕組みの
変革を推進 

④新しい手法の開発 

アジア都市 

技術移転・交流を通じた伝統的
技術と先端技術の融合 

BOP市場の台頭 

・モデルプロジェクト創出＇BOP等（ 
・アジアスタンダード技術の確立 

・リバースイノベーションの創出 

＜アジア標準技術の条件＞ 

①手頃な価格で地元の人たちが投資でき、自律的な広がりが可能であ
ること ⇒”スケールアウト“ ②高いエネルギー効率をもつこと 

③長期の耐久性、設置や使用の便利さ 

④地元生産能力、経済規模にみあうこと 

⑤地元文化と融合すること  ⑥低炭素化や環境改善に貢献すること 
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＜GE イメルト会長＞ 

「米国で開発した先端製品を世界市場で販売する
のではなく、新興国発の製品を世界で販売するこ
との重要性を主張」 
(ex)中国における超音波診断装置の製品開発 

 

  リバース・イノベーション戦略が機能する条件 
１（ 成長市場に有能な人材を配置する＇米国本社に集めるのではない（ 
２（ ゼロ・ベースで製品開発を行う＇前例にとらわれない（ 
３（ チーム結成は新会社設立と同様に行う＇研究開発、製造、マーケティング、
販売総ての機能をチームが持つ（ 
４（ 目的や目標をカスタマイズする＇本社の基準にとらわれない（ 
５（ チームを本社経営陣直属にする＇ローカルマネージャーの力量では限界が
ある（ 
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      中小企業アジア環境ビジネス展開支援事業  
今年度 

新設 

海外での実証試験を助成する、北九州市初の制度 
市内中小企業が、アジア地域等の海外にビジネス展開することをめざして、自社が保有する低
炭素化に資する技術・製品を、現地で実証試験するために必要とする費用の一部を助成。 

＇１（対象案件   低炭素に資する環境関連技術･製品 

           ＇水ビジネス、廃棄物･リサイクル、省エネルギー・新エネルギー等（ 
＇２（助成対象者  海外で実証試験等を実施する市内中小企業 

                       ※中小企業基本法で定める中小企業で、北九州市内に事業所等があること。 

＇３（助成期間      １年以内 

＇４（助成金額     対象経費の1/2補助で、上限500万円まで 

＇５（助成対象経費  実証試験に要する経費全般 

                          ＇機械装置等製作・購入費、保守・改造修理費、人件費、消耗品費、旅費等（ 

テーマ名 企業名 事業概要 

1 

タイ王国における
CCFLを使った省エ
ネ照明「ソラナ」の
実証試験 

株式会社豊光社 

タイ王国において現地仕様に合わせた省エネ照明
「ソラナ」を設置して評価し、タイ国に多数進出
している日系タイ企業に対して販路拡大を進める。 

2 

大韓民国における建
設資材市場参入のた
めの光触媒抗菌タイ
ルの実証試験 

株 式 会 社 フ ジ
コー 

大韓民国の製鉄会社本社のトイレに光触媒抗菌タ
イルを施工し、その抗菌効果を実証することで、
大韓民国企業の建設会社などへの販路拡大を進め
るもの。 
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大韓民国の製鉄会社本社のトイレに光触媒抗菌タイルを施工し、その抗菌効
果を実証することで、大韓民国の建設会社などへの販路拡大を進めるもの。 

大韓民国における光触媒抗菌タイルの実証試験 

㈱フジコー 
北九州市「中小企業アジア環境ビジネス展開支援事業」 に採択＇2011年8月（ 

抗菌金属 

独自の溶射技術で光触媒をコーティングする事により、高い殺菌性を持った材料の開発に成功。建設会社へ
の売込みによりマンション等の建設市場に参入する。 

フジコー＇日本（ 

大新メタライジング＇韓国) 

連
携 

ポスコ建設など 

韓国の建設会社 

販
売 
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タイ王国において現地仕様に合わ
せた省エネ照明「ソラナ」を設置し
て評価し、タイ国に多数進出して
いる日系タイ企業に対して販路拡
大を進める。  

タイ王国における省エネ照明の実証試験 
㈱豊光社 

北九州市「中小企業アジア環境ビジネス展開支援事業」 に採択＇2011年8月（ 

液晶パネルのバックライトで利用されているCCFLは、LED並みの省エネ性と、LED以下の発熱、蛍光灯並みの
光の広がりを持っている。これに豊光社独自の基板技術を加える事で低コストを実現した。 

日新電機タイ   
＇タイ現地生産工場委託先（ 

ALSOKタイ 

日新電機タイ 

販売部門 製造部門 

日系企業に販売 
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北九州商工会議所主催による、東南アジア最大級の環境技術や省エネルギー 

製品を紹介する「国際グリーンテック・エコプロダクツ展示会＇ＩＧＥＭ（２０１１」が 

９月７日から４日間、クアラルンプールで開催され、日本貿易振興機構＇ジェトロ（ 
の「日本ブース」に北九州から５社が出展した。 

マレーシア環境展「IGEM2011」に北九州から５社が出展 

出展社（業種） コメント 

環境テクノス㈱ 

（戸畑区：環境総合コンサル
タント・環境計量証明業） 

パーム椰子・竹を利用したバイオマスの豊富な国で今後の対策が必
要。バイオマスに係る九州工業大学とマレーシアプトラ大学との共
同開発案件に参画する方向で調整中。 

楽しい㈱ 

（若松区：廃棄物とバイオマ
スの新資源化システム） 

廃棄物とバイオマスの新資源化システムのうち、食品廃棄物の堆肥
化技術、廃プラスティックやバイオマスの接触分解油化技術のニー
ズが多い。今秋、現地の公社が研修で来北の際、当社の実証プラン
トを見学され、再度マレーシアに来訪し、公社幹部へのプレゼンが
決定。 

シャボン玉販売㈱ 

（若松区：無添加石けん・石
けん系消火剤の製造・販売） 

ナチュラル＆オーガニック思考が増え、健康＆安心安全な製品を求
められている。代理店希望者が多数あった。 

当社独自の製法技術（ケン化法）による製品の拡販が見込まれる。  

㈱セパシグマ 
（八幡西区：孔拡散分離技術・水
酸化鉄コロイド造核剤） 

具体的な排水処理ニーズが把握され、マレーシア企業からオファー
を受ける。再度マレーシアに来訪し、協議を継続。年度内の受注を
目指す。 

㈱豊光社 

（小倉北区：CCFL照明「ソラ
ナ」製造・販売） 

ＣＣＦＬ照明がＬＥＤとの画一的なイメージを覆す、とても良い製
品との高評価を得た。ここ数年で省エネ照明市場大きくなると判断
できた。マレーシア企業との代理店交渉を継続。 38 



大連市における水浄化事業 
新日鐵化学㈱＇コールケミカル事業を得意とする企業（ 

バラスト水浄化の必要性 
 

バラストタンクへ窒素ガスの供給 

↓ 

酸素濃度の低下 

↓ 

タンクの防食効果・海洋微生物の死滅 

↓ 

バラスト水における硝酸性窒素の発生 

↓ 

富栄養化＇養殖被害（の恐れ 

↓ 

硝酸性窒素の除去 

大連ミッション＇2010年１月（を契機に始まった両企業の交流をアジア低炭素化センターが支援 

大連新港庫区汚水処理場では、主に船

舶の含油バラスト水などを処理。設備の

老朽化に伴う改造工事に大連宇都が参

画し、放流基準を満たすため、新日鐵化

学の技術を採用 

     環境ビジネスの２つの視点 
①成熟技術の輸出 

 日本では必要性の薄れた成熟技術で、すでに国内
ではなく、韓国でライセンスにより生産 

②規制変化の先取り 

 中国国内ではアンモニア窒素＇→亜硝酸性窒素→硝
酸性窒素に変化（の規制強化の見込み 

目的：大連港のバラスト水浄化、 

技術内容：硫黄酸化脱窒菌を使った生物学的処理 

大連宇都環境工程技術有限公司に硝酸性窒素除去技術をライセンス供与＇２０１１年３月（ 
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カンボジア国シェムリアップ市浄水場建設基本設計補完事業を受注 

北九州市水道局及び(株)浜銀総合研究所 
日本の水道事業体が獲得した初めてのケース ＇2011年３月（  

プノンペン市への技術協力 
＇1999～2006年（ 

北九州市は、「無収水量の削減」、「安
定給水の実現」、「適正な浄水場運転」、
「水道水質の向上」、「電気・機械設備
の適正な維持管理」を目標に掲げ技術
協力を実施 
  総延長1300kmの配水管網を41のブ
ロックに分割管理することで、効率的な
維持管理を行う配水ブロック技術を移
転。また、プノンペン市水道公社は、 
2005年5月に飲用可能宣言を行った。 

 世界遺産「アンコールワット遺跡群」を要するカンボジ
ア国シェムリアップ市は、都市化の進展と観光客の急
増により水道の供給能力が不足し、新たな施設の建
設・拡充が急務。 

 このため、ＪＩＣＡは、2009年から事業可能性調査を実
施し、今回、その基本設計補完業務の入札実施。 

 北九州市水道局は、長年のカンボジア国での技術協
力の経験とノウハウを活かして北九州市海外水ビジネ
ス推進協議会会員である＇株（浜銀総合研究所と連携し、
この業務を受注。 

受注案件の概要 
業務内容：基本設計に係る施設計画及び需要予測、配水管網計 

       画、財務分析のアドバイス 

受注金額：約１，４００万円  

予定行程：平成２３年３月中旬～１０月末 

無収＇漏水・盗水（水量率： 
 ７２％→８％＜日本並み＞ 

カンボジア国地方8都市への技術協力＇2006年～2012年（ 

 北九州市は、専門家派遣と研修員受入を行うとともに、首都プノ
ンペン市で育成した人材も活用した技術協力を実施中。 
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カンボジア王国セン・モノロム市の上水道整備事業を受注 

北九州市水道局 
カンボジア王国から上水道整備事業に係るコンサルタント業務を受注 ＇2011年１０

月（  

日本アセアン統合基金 
２０１５年までのアセアン共同体設立を目指し、域内格差是
正を中心に統合を進めるアセアンの努力を支援するため、
日本国政府が総額７５億円を拠出して設立された基金。２０
０８年１月に、メコン地域＇ラオス、カンボジア、ベトナム（の発
展を目的としたプロジェクトに対し、総額２，０００万ＵＳドル
＇約１７億円（の使用が決定された。カンボジアの上水道整備
に対しては、２１４万ＵＳドル＇約１．８億円（が割り当てられた。 

 日本アセアン統合基金により拠出さ
れるカンボジア王国セン・モノロム市
の上水道整備事業にあたって、日本
国厚生労働省とカンボジア王国鉱工
業エネルギー省＇ＭＩＭＥ（の間で締結
された水道分野における協力に関す
る覚書に基づき、本市水道局がＭＩＭ
Ｅからコンサルタント業務＇基本計画・
実施計画・施工管理（を受注。 

受注案件の概要 
 

業務内容：上水道整備事業に係るコンサルタント業務 

       ＇基本計画・実施設計・施工管理（ 
受注金額：約２，７００万円  

 

業務時期：基本計画・実施設計 

          ２０１１年１１月～２０１２年８月 

       工事の施工管理 

          ２０１３年２月～２０１４年５月 
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アジアでの事業展開事例 

42 



輻射熱を利用した最先端の空調システム ～ハイブリッドサーモシステム「エコウィン」～ 

【セールスポイント】 
 当社が独自に開発を行った輻射式冷暖房装置ハイブリッド 
サーモシステム「エコウィン」は、省エネ性として、従来のエア 
コンと比較して、約３０％の省エネ効果を実現。熱源に高効率 
ヒートポンプを採用し、遠赤外線の輻射による熱移動の原理 
を応用して冷暖房を行うもので、静かで健康的な質の高い冷 
暖房を実現した。個人住宅をはじめとして、医療施設、老人 
ホーム、公共施設、商業施設等様々な規模、用途、分野での 
採用が可能であり、地球温暖化防止に寄与できる冷暖房装 
置である。 
  〔主な受賞歴〕 

     ・ 第４回エコプロダクツ大賞エコプロダクツ部門 「国土交通大臣賞」受賞 

     ・ 平成20年九州地方発明表彰 「発明奨励賞」受賞 

     ・ 第３回ものづくり日本大賞 「優秀賞」受賞 

株式会社エコファクトリー ＇熊本県熊本市（ 

【海外への展開】 
 ○2010年1月：「九州・遼寧省環境ビジネスミッション」参加 

 ○2010年8月：アジア低炭素化センターが合同で派遣した
「大連環境ビジネスミッション」参加＇中国企業と商談開始（ 
  ○2010年10月中国遼寧省営口市にある小雤集成房屋有
限公司と省エネ冷暖房やエコハウスの導入に向けての業務
提携に合意 

 ○2011年1月：業務提携協定書 

 ○2011年4月：合弁合意書 

 ○2011年7月：営口微子空調有限公司 工場着工式 

【最近の動き】 

中国市場への販売展開を行うため、中国遼寧省営口に
ある「営口小雤集成房屋有限公司」との合弁会社を設立 

合弁会社の会社名は、「営口微子空調有限公司」で、資
本金は「１０００万元＇出資比率 ｴｺﾌｧｸﾄﾘｰ３０％・営口小
雤集成７０％（ 
 

現在は、合弁会社の新しいオフィスの建設が中国営口
市で着々と進んでおり、年内には建設完了。来年早々竣
工式の予定。 

 

ecowin  panel＇ﾊﾟﾈﾙ型（ ecowin  tower＇ﾀﾜｰ型（ 

アトリウム空間・吹抜けなど
広い空間にも 

43 



㈱ナガオカ 三村社長＇H23FY K-RIP総会基調講演より（ 

 

①ターゲットの明確化＇農村部（ 
ニーズ把握とトータルソリューション 

 

②中央政府＇水利部、建設部（との関係構築と活
用＇スペックインと中央から地方への紹介（ 
③IWA＇国際水協会（他世界のネットワーク活用 

④「TOP TO DOWN」戦略＇経営者が自ら動く、権
力や決定権を持っている人と交渉する（ 
⑤現地の仕事は現地に任せ、経営者が方向性を
提示し、WIN-WINの方向を目指す 44 

「中国への参入戦略」 



「中小企業の海外展開戦略」 

■スプレーガンで建物の窓ガラスに塗布する塗
布するだけで赤外線と紫外線を吸収し、省エネと
地球温暖化防止につながる「フミンコーティング」 
■アポイントをとって営業するのではなく、展示会
に出展して広くアピールする販促方法に仕事のス
タイル 

■日本を始め、シンガポール、マレーシア、インド
ネシア、オーストラリアで特許を取得し、中国、EU、
米国、インド、韓国、台湾で特許を申請中。 

■今年度の売上は4～5億円に達する見込みで
あり、特許の使用料が主な収益源。利益率は8割
に及ぶ。専用塗料の製造は塗料メーカーに委託
し、施工は代理店と契約を結び、海外との窓口は
商社に任せている。外部資源とうまく連携し、設
備投資と人件費を極力抑える。 

 

 

 ㈱フミン＇福島県（ 八木澤社長 
－世界に発信するガラスコーティングの省
エネ技術－ 
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３、国際的なパートナーシップづくり 
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関連機関との協力関係の構築＇覚書締結（ 

国際協力銀行＇JBIC（と北九州市の間で 

２００９年１２月に気候変動対策・水イン 

フラに関する相互協力の覚書を締結 

国連工業開発機関＇UNIDO（と北九州市 

の間で２０１０年６月に低炭素社会実現の
ための相互協力に関する覚書を締結 

九州地域環境・リサイクル産業交流 

プラザ＇K-RIP（とアジア低炭素化セ 

ンターとの間で２０１０年６月にアジア 

地域における環境ビジネスの推進の 

ための相互連携及び協力に関する 

覚書を締結 
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OECD グリーンシティプログラム モデル都市選定 記者会見 

OECD東京センター 中谷所長と硬い握手を交わす北橋市長 

 

GREEN CITIES PROGRAMME  
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アジア低炭素化センター 北京環境交易所 

双方を日中の窓口として情報のプラットフォームを形成 

北京環境交易所 
北京市政府のほか、中国海洋石油、中国電集団、中国光大投資集団などの中国を代表す 

る企業に支えられ、様々な中国企業の情報が集まる。また、地方都市の環境交易所とも幅
広い提携関係を持つ。  

北京環境交易所との覚書締結 

日中企業間の環境ビジネスを促進 
・中国企業の技術ニーズと日本企業の技術シーズのマッチング 

・２０１５年に開始が予定されているＣＯ₂排出量取引の活用 
49 



天津市との覚書締結 

 ２０１１年８月  

低炭素社会づくりに向けての協力に関する覚書を締結 

日本・北九州市と中国・天津市 
循環型都市づくりに関する協力の推進にかかる覚書を締結＇２００８年５月（ 

天津エコタウン協力がスタート 

日中の低炭素社会づくりを牽引する両都市 
天津市：中新天津生態城、北九州市：スマートコミュニティ創造事業 
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４．国際戦略総合特区及び環境
未来都市の認定 
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52 
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グリーンアジア国際戦略総合特区 

グリーンアジア国際戦略総合特区のアウトライン 

 
 

国の新成長戦略における７つの戦略分野 

グリーン・イノベーション アジア経済戦略 

ライフ・イノベーション 観光 科学・技術・通信立国 金融 雇用・人材 

アジアの活力を取り込み、アジアから世界に向けて展開し、 
アジアと共に成長することを目指す 

目 標 

数値目標 2020年までに約5兆円の追加売上高（国の目標『50兆円超』の約1割） 

環境で成長を目指す積極的リーダーシップの下、産学官民が結束 

本地域の強み（地域資源） 

環境トップランナーとしての技術・ノウハウ・ブランド 
緊密なアジアとのネットワーク 

本地域の本気度 
３首長による申請 

記者発表（H23年9月） 
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新成長戦略の実現に向けて 

都市環境インフラのパッケージ 
による展開 

世界各国の環境ニーズに対応
した製品の開発・生産 

循環型社会システムの構築と 
資源確保 

マーケティング・セールス機能の
充実 

ヒト・モノ・カネの往来を加速 

優れた環境関連技術がありつつ、
技術のバラ売りがメイン 

アジアでは、環境配慮型製品への
需要が増大。低価格・中品質の
ニーズも大きい 

ﾘｻｲｸﾙ技術やｼｽﾃﾑの充実が必要 
国家戦略として希尐資源の確保が
不可欠 

官民一体となった海外市場開
拓が不十分 

人材交流や企業進出に関する
規制や制約、物流コストの高さ 

アジアの活力を取り込み、環境を軸とした産業の競争力を強化する 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

我が国の現状 本特区での課題 

政策課題 
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課題解決のための方策 

「アジア低炭素化センター」によるパッ
ケージを中心にした環境ビジネスのアジ
ア展開 

Ⅰ 

グリーンイノベーションを主導する産業
拠点の形成 

Ⅱ 

資源リサイクル等に関する次世代拠点 
の形成と展開 Ⅲ 

アジアとのネットワークを活用したシームレス
なビジネス環境の実現 Ⅳ 

都市環境インフラの 
パッケージによる展開 １ 

世界各国の環境ニーズに 
対応した製品の開発・生産 ２ 

循環型社会システムの構築と
資源確保 ３ 

マーケティング・セールス機能
の充実 ４ 

ヒト・モノ・カネの往来を加速 ５ 

アジアの活力を取り込
み、環境を軸とした産
業の競争力を強化する 

政
策
課
題 

地域に蓄積された産業・技術・人材・ネット
ワークなどの強みを活かし、アジアの活力を
取り込むことで、グリーンイノベーションを
アジアから世界に展開する拠点となる 

下支え 

地
域
資
源 

解
決
策 
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マンション

シティオペレーションセンター
＇クラウド形式（

浄水場

下水処理場

工場

水

熱・ガス

廃棄物・資源

電気

住宅

風力発電

PVEV・PHV

最適管理

交通情報

公害＇大気・水質（情報

発電所

マンション

シティオペレーションセンター
＇クラウド形式（

浄水場

下水処理場

工場

水

熱・ガス

廃棄物・資源

電気

住宅

風力発電

PVEV・PHV

最適管理

交通情報

公害＇大気・水質（情報

発電所

廃棄物処理・ 
リサイクル 
処理施設 

都市環境インフラ輸出COE拠点とし
ての 

アジア低炭素化センター 官公庁のインフラ輸出担当 

アジア低炭素化 
センター 

金融機関 
民間企業 
環境インフラ 
輸出担当 

大学・国の環境インフラ関連研究機関 

日本の環境インフラ拠点の明確化により、国内
外の人材と知識の集約化を加速。省庁・産・
学・国と地方の壁を越えた人的交流の推進。 

アジアとの物理的な距離の近さも活用しなが
ら、アジア向け環境インフラ輸出の国内の前
線基地として機能させる。 

都市環境インフラに関する 
行政＇官（・インフラ構築＇官民（ 
知識の構造化＇方法論（ 

グリーンシティ 
のプロデュース 

北九州市が培ってきたエコタウン、上下水道処理技術、
八幡東田スマートコミュニティ、公害防止技術＇ＣＰ（など
を相互に融通させた、グリーン産業都市モデル＇北九州
モデル（をパッケージ化し、そのフルセットもしくは要素を
海外展開していく インフラ輸出先の電気・水・ 

資源・公害情報・交通データ 

環境 
ショーケース 
機能強化 

 

アジア 

ネットワーク 

強化 

【特長】 
・アジアとのネットワークを活かし、政策パッケージ提案から実施。 
・北九州モデルは、国内でも展開。国内の様々な都市低炭素化に関す  
 るグリーンイノベーションを熟成し方法論の上で標準化して海外展開。 
・世界最高水準の重層的な都市最適化管理の実現を目指す。 
・シティオペレーションセンターが輸出先各地のスマートシティを最適化。 

北九州モデル構築 

新興国展開 

アジア低炭素化センターの展開戦略 
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地域や都市＇まち（の中で人が輝く、賑わい・安らぎ・活力のあるまち 

～公害を乗り越えた経験と持続的に創造するイノベーションを活かして～ 

コンセプト 

バックキャスティング 

フォアキャスティング 

本市の強み 

  北九州市環境未来都市のコンセプト 

産学民官の 
コラボレーション 

技術（ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ） 

・人材 

ｱｼﾞｱ諸国とのﾈｯﾄﾜｰｸ 

（国際協力による） 

超高齢化対応 

・エネルギーを賢く使うまち  

・豊かな自然を守り続けるまち 

・資源を循環できるまち 

・地域で健やかに暮らせるまち 

・多世代が、知恵・元気など 

 を分かちあうまち 

・地域で子どもを見守り、 

 育てるまち 

・災害に強く備えのあるまち 

・多様な人材や技術が行き 
 交うまち 

復興支援 

国際環境ビジネス 環 境 

目指す将来＇２０５０年（の姿 

 人＇市民（が中心の「環境未来都市」を目指します。 

高齢化社会 

対応への経験 
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【国際環境ビジネス】 ◆アジア低炭素化センター 

環境負荷 

低減 

ビジネス 

リサイクル 

ビジネス 

 

エネルギー 

ビジネス 

 

水 

ビジネス 

 

アジア 

へ展開 

 「復興支援」 、「国際環境ビジネス」に関する取組の特徴 

◆震災被災地復興支援 【震災復興・リスク軽減】
 復興支援とリスクの軽減 

 国際環境ビジネス 

＇１（被災地の復興を支援する 

・スマートコミュニティ創造事業の成果を 
  復興に役立てる （岩手県釜石市） 

・地域が主体となった被災者の支援 
  （「絆」プロジェクト北九州 等） 

＇２（災害に備える  

 ・ディザスタリカバリ拠点の形成 

＇１（アジアで稼ぐ 

・アジア低炭素化センターの活用 
 環境関連技術、水ビジネス等の展開 
・海外とのネットワークを活用  

＇２（人と技術で海外とつながる  

・海外人材の育成 

・国内外の多様な人材、 
  技術の交流拡大 

スラバヤ市 北京環境交易所 

  スマートコミュニティの成果を釜石市に展開    
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アジアグリーンキャンプ！ 

アジア低炭素化センター 
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住所 

〒805-0062 北九州市八幡東区平
野一丁目１番１号国際村交流セン
ター２F 

℡093-662-4020(シーオーツーゼロ（ 

http://www.asiangreencamp.net/ 

http://www.asiangreencamp.net/

