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アジア低炭素化センター 
（公益財団法人北九州国際技術協力協会） 

飯塚  

2013年2月 

「九州発！環境・エネルギー技術 
のアジアへの発信」 

 
～アジアグリーンイノベーションの先進事例-アジア低炭素

化センターの取組み他～ 

長崎市平成24年度「環境セミナー」 



本日の講演内容 

1 アジア低炭素化センターの設立背景及び概要 

2 
地域経営戦略の重要性？ 
～官民連携とアメ＋ムチ戦略～ 

3 
コラボレーションは困難の道？ 
～アジア低炭素化センターのプロジェクト～ 

4 九州からグリーンイノベーションを創出できるか？ 
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■市場認識 

  ①人口減少（少子高齢化）⇒市場縮小、競争激化 

  ②グローバル化（空洞化、スピード）⇒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）⇒シェールガス革命、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現業のノウハウ化（O&Mとソフトパッケージ化）と地域
経営戦略（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） 

3 



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 
 



１ インドネシア(スラバヤ市プロジェクト） 
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  

電力が低品質なうえに安定的な供給が難しいことから、工業化に支障 

  ・国営工業団地等のスマート化、排水処理及び廃棄物処理の高度化システムの導入 

２ インド（デリー･ムンバイ産業大動脈構想の推進） 
マハラシュトラ州（ムンバイ市）やグジャラート州（ダヘジ地区）はインドを代表する工業の盛んな地域  

 日本の優れた環境技術の導入のみならず、環境配慮型都市づくりを期待 

  ・リサイクル事業の推進（ムンバイ市）、スマートコミュニティ事業への参入（ダヘジ地区） 

３ 中国（大連・天津エコタウン協力、北京環境交易所との覚書締結な
ど） 
大連市は中国を代表する環境都市 

 リサイクル団地の枠組みを越えて、住宅地も整備するなど、エコシティを目指す 

  ・エコタウンの計画づくりを支援、個別リサイクル事業等への日本企業の参入 
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主要なプロジェクトの推進 
日本が掲げる環境を軸とした都市インフラ輸出について、インドネシア、インド、
中国などの主要プロジェクトを通じて、「都市輸出」モデルの構築を目指す 



エネルギーマネージメント 
市地域節電所を核に地域のエネルギーをマネジメント 

環境配慮型のまちづく
りが進む八幡東田地区 

北九州スマートコミュニティ 

水ビジネス 下水の膜処理と海水淡水化を 

組合せた水再生実証プラント 

ウォタープラザ 

（日明浄化センター） 

下水からの造水量 1,000m3/日 
海水からの造水量   400m3/日 無収水量率が改善 

72％(1993年)→８％(2006年) 

北九州の技術がプノンペンへ 

配水管網の維持管理方法 

リサイクル・廃棄物処理 

北九州エコタウン 

経済効果（25事業）： 
・直接投資額 約600億円 
・雇用創出  約1300人 
ＣＯ₂削減：年間約20万トン 

家電リサイクル 

自動車リサイクル 

廃棄物処理の最先端施設 
シャフト式ガス化溶融炉 

 

新門司工場 
安全で、ごみの再資源化と熱
エネルギーの有効利用を実現 

クリーナー・プロダクション及び汚染防止 

クリーナープロダクション（ＣＰ）導入 

・原材料、燃料使用評価及び改善 
・生産工程の改善 
・維持管理の徹底 
・人材育成等 

省エネ・省資源の実現 
 

環境負荷低減＋生産性の向上 

終末処理対策 
（ＥＯＰ） 

Desulfurization equipmentDesulfurization equipmentElectric dust collectorElectric dust collector Wastewater treatmentWastewater treatment

Saving electricity

Casting method
““Cleaner Production"Cleaner Production"

Companies’ countermeasures

電気集塵機 排煙脱硫装置 排水処理装置 

環境技術と社会 
システムをパッ 
ケージにして 

移転 

官民連携 

２１の国家戦略プロジェクトの一つ 

アジア展開（パッケージ型インフラ海外展開） 
市場規模１９．７兆円【２０２０年までの目標】 

日本の新成長戦略 
 

 

技術輸出の重点分野 
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関連機関との協力関係の構築（１） 

国際協力銀行（JBIC）と北九州市の間で
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（2009年12月） 

国連工業開発機関（UNIDO）と北九州市
の間で低炭素社会実現のための相互協
力に関する覚書を締結（2010年６月） 

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
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 
（ 2010年６月） 
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関連機関との協力関係の構築（２） 

インドネシア・スラバヤ市と北九州市で環境姉妹
都市（Green Sister City）を締結（2012年11月） 
 
 ※戦略的環境パートナーシップ共同声明に署名（２０１１年３月） 

中国・天津市と北九州市で低炭素社会づくりに向け
ての協力に関する覚書を締結（2011年８月） 
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 

北京環境交易所とアジ
ア低炭素化センターと
の間で 双方を日中の
窓口として企業間交流
を進めるための相互連
携・協力に関する覚書
を締結（2011年８月） 
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※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。  

タイ工業省工場局と北九州市で低炭素
社会づくりの協力に関する覚書を締結
（2012年８月） 



２．地域経営戦略の重要性 
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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 

18 



■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 19 

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 
20 

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 



３．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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各種プロジェクトの展開図 

中  国 

ベトナム 
タイ 

カンボジア 

インドネシア 

マレーシア 

インド 

ロシア 

フィリピン 

● ハイフォン 

● 

● 

● 

● 

● 

● 
● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

ダヘジ 

ムンバイ 

パトゥムタニ県 

スラバヤ 

スンバワ県ブサル 

サイバージャヤ 
プトラジャヤ 

陝西省（西安市） 

天津市 

北京市 
大連市 

浦項市 

ケップ 
カンポット 

シェムリアップ市 
セン･モノロム市 

① 
② 

③ ④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑩ 

⑫ 

⑭ 

⑮ 

⑬ 

⑯ 

⑰ 
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ＦＳ調査及び事業化 

①～④㈱安川電機：省エネ事業 
・ＪＥＴＲＯ「貿易投資円滑化支援事業」(2008年度：大連市)① 

・経産省「地球温暖化対策技術普及等推進事業」 (2010年度：北京
市）② 

・環境省「新メカニズム実現可能性調査」 (2011年度：陝西省）③ 

・第６回日中省エネルギー・環境総合フォーラム協力プロジェクト④ 

⑤、⑥ＴＯＴＯ㈱：節水型住宅設備機器の普及事業 
・環境省「新メカニズム実現可能性調査」（2011年度：大連市）⑤ 
・経産省「地球温暖化対策技術普及等推進事業」 (2012年度：ホーチ  
 ミン、ハノイ）⑥ 

⑦日本磁力選鉱㈱：希少金属のリサイクル事業 
・経産省「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」（2011年３月～12月） 

⑧日立製作所㈱等：ダヘジ・エコシティ開発の支援 
・経産省「インフラ・システム輸出促進調査事業」（2010年度～） 

⑨㈱エコマテリアル：廃プラスチックのリサイクル事業 
・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」(2011年6月 ～) 

⑩北九州大連市の連携による循環型都市協力推進事業 
・経産省「インフラ・システム輸出促進調査事業」等（2009年度～2011
年度） 

⑪㈱松本光春商店：古紙リサイクルシステム構築事業 
・経産省「インフラ・システム輸出促進調査事業」（2012年10月～） 

⑫日本総研㈱等：マレーシアの環境配慮型都市づくり 
・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」（2011年度） 

⑬㈱新菱：マレーシア等における電子産業生産プロセス 

 のトータルリサイクル事業 
・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」(2012年５月 ～) 

⑭東レグループ：インドネシアＢＯＰプロジェクト 
・JICA 「BOPビジネス連携促進協力準備調査」（2011年11月～） 

⑮新日鐵エンジニアリング㈱等：インドネシア工業団地の 
 コジェネ＆省エネ事業 
・経産省「インフラ・システム輸出促進調査事業（グローバル市場にお
けるスマートコミュニティ等の事業可能性調査）」（2012年３月～） 

 

中小企業アジア環境ビジネス展開支援事業 
⑯㈱豊光社：タイにおける省エネ照明の普及事業 

⑰㈱フジコー：大韓民国における光触媒抗菌タイルの普及事業 

⑱小倉合成工業㈱：インドネシアにおけるヒマシ油精製事業 

⑲㈱セパシグマ：韓国での半導体製造廃液リサイクル事業 

⑳㈱リサイクルエナジー：マレーシアにおける廃プラスチック油化事業 

21 ㈱ビートルマネージメント：インドネシアにおける廃棄物中間処理事業 
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22 新日鐵化学㈱：硝酸性窒素除去 

 技術のライセンス供与 

カンボジアにおける上水道整備事業 

23シェムリアップ市浄水場基本設計 

 補完業務 

24セン・モノロム市上水道整備 

 コンサルティング業務 

25カンポット市／ケップ市の水道 

 事業計画に係る基礎調査 

ベトナムにおける上下水道整備事業 

26ハイフォン市におけるブロック配水 

 システム調査 

● 

● 

● 
ハノイ 

● ホーチミン 

⑨ 

⑱ 

⑲ 

⑳ 

26 

マサイ 

⑪ 
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グリーンシティの輸出（スラバヤ市の事例） 
廃棄物処理 

スラバヤ市から廃棄物処理計画策定の支援要請。
また、㈱西原商事が廃棄物からの資源物回収とス
カベンジャーの生活改善に関する事業を検討。
(ＪＩＣＡ・ＢＯＰ事業) 

排水処理（河川の浄化） 
グンディ地区を中心とするカリマス川支流の排水
管理に関するマスタープランを策定し、モデルコ
ミュニティーにおいて、住民管理による分散型の
簡易排水処理を普及拡大さ 
せるとともに、中規模処理 
施設を建設・管理運営する 
事業を実施中。(ＪＩＣＡ 
草の根技術協力事業） 
 

太陽光発電・小型脱塩浄水装置による 

飲用水供給事業 
電気･水道等インフラ未整備地域で、東レ㈱及び
水道機工㈱が太陽電池と脱塩機能を有する浄水装
置（ＲＯ膜）を用い、清浄な飲用水を安価に供給
する。スラバヤ市に飲用 
水供給装置の製作及メンテナ 
ンス拠点を構築する。 
(ＪＩＣＡ･ＢＯＰ事業) 

CO2削減の定量化 

手法の調査 
スラバヤ市で行う事業に
ついて、削減可能なCO2

量の定量化手法を検討す
る。（IGES） 

水道水の浄化 
井戸水の浄化システムで実績のある㈱いしかわエン
ジニアリングが水道水（飲料不可）を浄化できる給
水機をコミュニティ 
に設置し、安心・安 
全な水を提供する事 
業を検討中(ＪＩＣＡ 
・ＢＯＰ事業) 
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経済産業省「インフラ・システム輸出促進調査事業」 

 

コジェネレーション（蒸気＋電気供給）＆省エネ事業 
スラバヤ工業団地：ＳＩＥＲ 

八幡東田スマートコミュニティ事業の技術・ノウハウの輸出 



インドネシア・スラバヤ工業団地コジェネ＆省エネ事業 

北九州スマートコミュニティ創造事業の海外輸出第１号を目指す。スラバヤ市において成功モデルを
つくり、同様の課題（電力の供給不足、低品質な電力）を抱えるアジア地域への普及拡大を図る。 

新日鐵エンジニアリング㈱、富士電機株㈱、㈱ＮＴＴデータ経営研究所 

経済産業省「インフラ・システム輸出促進調査事業（グローバル市場における 
スマートコミュニティ等の事業可能性調査）」（2012年３月～）⑲ 

■環境・エネルギーの高度化に関するマスタープランづくり（スラバヤ工業団地：ＳＩＥＲ） 
■これに基づく八幡東田スマートコミュニティ事業の技術・ノウハウの輸出 

■次のエネルギー供給・省エネサービス等を行う現地運営会社の設立可能性等 

 ・品質が高く高効率な電力及び熱を供給する熱電併給事業（コ・ジェネレーション事業） 
 ・工業団地内の各工場へ、熱電併給システムと省エネシステムを組み合わせたエネル  

  ギーマネジメントサービスの提供 

 ・工業団地を核として排水や廃棄物の高度処理サービスの展開 
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※スラバヤ工業団地 
 インドネシア政府50％、東ジャワ州
25％、スラバヤ市25％の出資による
運営会社㈱SIERが設置する約300ｈａ
の工業団地で、約300社が立地 

（北九州スマートコミュニティ創造事業） 

（国営工業団地SIER） 

北九州市 
（(財)北九州国際技術協力協会他） 

スラバヤ市 
（ＳＩＥＲ運営会社他） 

戦略的環境パートナーシップ構築 

現
地
天
然 

ガ
ス
会
社 

    現地運営会社 
 
●コジェネプラント等の設計・施工 
●コジェネプラント等の運営維持管理 
●運営維持管理のための原料調達、 
 熱電供給サービス提供 
●省エネサービス 等 

スラバヤ市との調整 
都市設計支援 
人材育成支援 等 

ガス 

現地電力 
会社 

（電力） 

蒸気 

省エネサービス 

電力 

（バックアップ） 
電力 

工業団地 

（ＳＩＥＲ等） 



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㈱） 

 JICA 「BOPビジネス連携促進協力準備調査」（2011年11月～）⑱ 

 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、
現地の生活環境改善を図る。 

 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。 

 

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 
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※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。 



Purpose of the survey 調査の目的  
• Purpose 目的 

  インドネシアの水道・電気インフラ未整備な地域における、水供給ビジネスの事
業化調査。本プロジェクトは2011年度のJICAのFS委託業務公募に採択された
ものである。 

 

• Region of survey 調査地域： スラバヤ市及びNTB州スンバワ島 

 

• Period of survey 調査期間：  2012年1月～2013年3月まで     







PV – RO Prototype Unit 試作機 

TORAY group developed Solar powered 

RO prototype unit for developing 

countries where it is difficult to access 

safe water & electricity. 
東レGは電気インフラ未整備で安全な水
の入手が困難な地域向けに太陽光発電
で駆動するRO浄水装置を開発 



 

協力要請 
Request for 

corporation 

 

場所選定 
Site select by 

Surabaya 

合意形成 
Stakeholder’s 

acceptance 

契約締結
Concluding 

contract 

機器設置 
Installation 

利用開始 
Pilot 

operation 

検証 
verification 

① ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② 

スラバヤ市におけるPVRO実証機設置の流れ Flow of pilot operation 

東レTORAY 

水道機工 

SUIDO KIKO 

とーく 

NGO TALK 

北九州市 

City of 

Kitakyushu 

プスダコタ 

Pusdakota 

スラバヤ市 

City of 

Surabaya 

住民 

villager  

地区長 

Head of 

residence 

在スラバヤ企業 

XENODIA 

MANDIRI 

コミュニティ 
Community 

①機器設置候補地推薦
Recommendation of the 
test site  
 

①機器設置候補地推薦 
Recommendation of the 
test site  

②機器設置場所選定 
Selection of the site 

②機器設置場所選定 
Selection on the site 

③現地説明会

(Workshop) 

④‐1契約（総意）書(LOC) 

④‐2合意書 

(UA) 

調整
Arrangement 

協働 
Corroboration 

⑥-2操作研修プログラム(TP) 
⑥-1操作マニュアル(OM) 

③・⑥教材・資料作成の監修 
Management of the work③&⑥ 

メンテナンス・サービス 
Maintenance service 

水の購入 
代金支払 
Payment of 
water 売上の一部

を還元 
Refund of 
sales 

⑤機器設置
Installation 



Pilot site 試験サイト 

スラバヤ Surabaya スンバワ Sumbawa 



Goal of the Project プロジェクトのゴール 

Local 
government 

“Improve 

The Public 
service“  

Supplier 

[torayG] 

“New create 
business and 

CSR” 

 

 

Local 
community 

“Quality of life” 

 



80% 

60% 

40% 

20% 

100% 

年月 超節水便器の販売開始 

ベースラインシナリオ プロジェクトシナリオ 

GHG削減量 

従来型・節水型 
便器の普及率 

1回の洗浄水量： 
大3.8Ｌ、小3L 

1回の洗浄水量： 
大5L、小3.5L 

大連市全体のGHG削減ポテンシャル 

15,622 t-CO2/年 
大連市全体の節水ポテンシャル 

14,073,600 m3/年 
 

１台当たりのGHG削減ポテンシャル 

1,735 kg-CO2/年 
大連市全体のGHG削減ポテンシャル 
3,509,111 t-CO2/年 

大連市内の浄水場（9施設）、下水処理場（10施設）を対象に水処理量とエネ 

ギー使用量（電力とディーゼル）を調査：水由来排出係数： 1.11kg-CO2/m3 

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」（2011年度）⑤ 

調査事業の内容 
○水由来ＣＯ₂排出削減量の測定方法の構築 

○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  

 節水やＣＯ₂削減の効果が明らかになったことを踏まえ、
環境性能認証や補助金の制度創設を政府間交渉を通じ
て働きかけ、節水機器の普及促進を図る。 
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提案：日中間クレジットスキーム案 

超節水便器 

節水シャワー 

ＴＯＴＯが提案する「節水型水まわり住宅
設備への更新・新設」に関するＣＯ₂排出
削減方法論及びこの方法論で行うＣＯ₂
排出削減事業は、国内クレジット制度とし
て承認を受ける（2012年３月）。 



ベトナム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） 
経済産業省「地球温暖化対策技術普及等推進事業」（2012年７月～）⑥ 

大連市のＦＳ調査を踏まえ、節水型シャ
ワーの導入によるＣＯ₂削減効果を検証。 

事業内容 
 ■ＣＯ₂削減に係る方法論の構築 

 ■節水機器基準の構築 

 ■節水機器普及のための政策提言 など 

ＴＯＴＯ 北九州市 

（アジア低炭素化センター） 
及び 

(公財)北九州国際技術協力協会 
三菱ＵＦＪモルガン・ 
スタンレー証券 

ホーチミン市 

省エネルギーセンター 

アジア節水会議 

本実現可能性調査の推進体制 

ハノイ市・ホーチミン市で実施  ＴＯＴＯは、2002年にハノイ郊外のタンロン
工業団地に工場を設立、2009年にはホテ
ル・オフィス・家庭向けの総合ショールーム
をオープンするなど、ベトナムでの住宅設備
市場への参入を展開。 

【プロジェクト実施によるＣＯ₂削減ポテンシャル予測】 

ハノイ科学大学 

環境性能(節水、ＣＯ₂削減等)の評価を通じ
て、節水型シャワーの販売促進を目指す 

※ ベトナムでは、2004年には5.4％であった住宅の温水  
 シャワーシステム普及率が2010年には13.3％と２倍以 
 上になり、特に都市部の富裕層では36.8％まで拡大。 

＜調査支援＞ 

＜政策提言＞ 

＜節水機器基準検討＞ 

＜プロジェクト実施＞ 

節水を通じたＣＯ₂削減に関するＭＲＶ

（方法論）のアジア標準構築を目指す。 
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マレーシアのグリーン・タウンシップ構想の支援 
日本総研、東芝、ＩＢＭ、清水建設、明電舎、トヨタ通商、ＮＥＣ、三井住友銀行 

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」                          
                       （2011年度）⑮ 「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 

 ＮＥＤＯがマレーシアのエネルギー・環境技術・水資

源省（KeTTHA）の要請を受けて行った協力事業。環境

都市を実現するため、エネルギー管理、都市交通、廃棄

物及び水、都市環境の分野のアクションプランを提案。 
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商業ビル 市有ビル 国有ビル 居住ビル 施設 

ＺＥＢ、ＢＥＭＳ等の導入 

民間開発者 市行政機関 政府機関 民間開発者 
建設 
推進者 

低炭素まちづくりパートナー（Low Carbon  City Partner） 

横串 
機能 

低炭素 
まちづくり 
推進者 

相互コミュニケーション 
需要応答（デマンドレスポンス）等 

エネルギー供給 
（送配電網、 
地域冷房） 

上下水道会社 
廃棄物処理 
（政府機関） 

交通管理 
（政府機関） 

応答 
組織 

低炭素都市づくりのためには都市運営の基盤で
ある“City Behavior”（マネジメント、ステークホ
ルダーの関係、文化、地域社会と教育、技術、ビ
ジネス環境）を変革・再構築することを問題提起。 

 

リーディングプロジェクト／メカニズム構築の第一
として低炭素まちづくりパートナーシップを提案。
複数ビルの横串と供給・需要の両サイドの縦串を
刺すことで、情報を共有し、アクションプラン全体
を推進するＰＤＣＡプラットフォームを構築 

今後、本事業の参加日本企業がコンソ 

ーシアムを組んでビジネス展開を検討。 

マスタープランづくりから参入することで、①日本標準の
技術による展開と②コア分野を核として関連分野まで含
めた総合展開をねらいとするもの。 



マレーシアにおけるトータルリサイクルサービス事業 

㈱新菱(化学技術をベースにしたマテリアルリサイクル企業) 
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」(2012年5

月～）⑰ 

 マレーシア等ASEAN地域を対象として、新菱が有する
高い再資源化技術活かし、電子産業生産プロセスで発生
するあらゆる廃棄物を対象に、ワンストップかつ高品質な

トータルリサイクルシステムの構築を目指す。 

廃棄物 廃棄物 廃棄物 廃棄物 廃棄物 廃棄物 廃棄物 廃棄物 廃棄物 廃棄物 

Ａ社が 
リサイクル 

Ｂ社が 
リサイクル 

Ｃ社が 
リサイクル 

Ｄ社が 
リサイクル 

Ｅ社が 
リサイクル 

処分 処分 処分 処分 処分 

トータルリサイクルサービス 

廃棄物 廃棄物 廃棄物 廃棄物 廃棄物 

リサイクル リサイクル リサイクル リサイクル リサイクル 

現状の廃棄物処理の形態 

製造プロセスで発生するあらゆる廃棄物を対象に、 

ワンストップかつ高品質なリサイクルサービスを提供 

新菱 
（三菱化学グループ） 

パートナー企業 
（電子産業企業） 

日本総研 

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」を通じて現地政
府機関との関係構築 

現地法人 
トータルリサイクル 

サービス提供 

北九州市 
(アジア低炭素化センター) 

ＫｅＴＴＨＡ 
（エネルギー・ 
環境技術・水資源省） 

ＭＧＴＣ 
（マレーシア 
環境技術公社） 

支援 

出資・技術提供 出資 

ＮＲＥ／ＤｏＥ 
（天然資源・環境省 
及び傘下の環境局） 

ビジネスモデル案 
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中小企業アジア環境ビジネス展開支援事業  
海外での実証試験等に対して助成する北九州市の制度 
市内中小企業が、アジア地域等の海外にビジネス展開をすることを目指し、自社が
保有する低炭素化に資する技術・製品を、現地で実証試験をするために必要とす
る費用の一部を助成する制度として2011年度に新設。 
※2012年度からは実証試験の前段として、ＦＳ（事業可能性調査）枠を新たに設定 。 

 （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（実証枠上限500万円、ＦＳ枠上限２００万円） 
 （５）助成対象経費  実証試験、ＦＳ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） 

2011年度 企業名 テーマ名 

実証枠 
株式会社豊光社 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 

株式会社フジコー 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 

2012年度 企業名 テーマ名 

実証枠 

小倉合成工業㈱  インドネシア国スンバワ島における脱ガムヒマシ油の精製実証試験  

㈱セパシグマ  韓国での半導体製造廃液リサイクルにおける膜分離処理  

㈱リサイクルエナジー マレーシア国ジョホール州における廃プラスチック油化新技術の実証試験 

ＦＳ枠 ㈱ビートルマネジメント インドネシア国スラバヤ市における廃棄物中間処理事業の可能性調査  
40 



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」（2011年度）⑳ 

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 

日新電機タイでの性能実証試験を行ったところ、省エネ性など
高い評価が得られ、日新電機タイによる現地向けローコストモ
デルの生産及び販売につながった。2012年8月より製造開始。 
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小倉合成工業は、日本国内でヒマシ油関連の製品を生産しているが、インド
等の安価な輸入品に押されている。この状況を打破するために、インドネシア
にヒマシ油の精製技術及び生産技術移転を行い、日本国よりも安価にかつ
日本と同等な品質で生産されたヒマシ油を、小倉合成工業ブランドとして、海
外展開させるもの。   

インドネシアにおけるヒマシ油精製の実証試験 

小倉合成工業㈱ 
北九州市「中小企業アジア環境ビジネス展開支援事業」（2012年度）22 

ひまの木 ひまの実 

インドネシア国内需要向け 

東南アジア 
（日系化学メーカーの 

海外進出） 

小倉合成工業 日系企業によるヒマ栽培／調達地
からの安定的な原料調達 

ヒマシ油関連製品の 

化学メーカー工場へ供給 

（日系企業向け） 

小倉合成工業の海外展開 

搾油・精製 

多様な化学原料 

・ナイロン 

・塗料 

・化粧品など 
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スラバヤ市では、廃棄物からビニールや金属などの有価物を回収して生計を立てているウェスト
ピッカーによるリサイクルが行われているが、その労働環境は劣悪で、資源回収効率も大変低い。
本事業は、有価物が残されたまま運ばれている廃棄物を衛生的に管理された選別工場に運び、
効率よく資源廃棄物の選別を行うことで有価物を売却し、その売却益でウェストピッカーを雇用す
るとともに、リサイクルの推進及び最終処分場の延命化を図るもの。  

インドネシアにおける廃棄物中間処理事業の可能性調査  

㈱ビートルマネージメント 
北九州市「中小企業アジア環境ビジネス展開支援事業（FS枠）」（2012年度）25 

各家庭/ 

事業所 

中継所 

 
処分場 

 

現状 

選別/ 

加工 

生ごみ堆肥化 

有価物分別 

残渣 

売却 

事業イメージ 

リサイクル 

中間処理施設 

スラバヤ市 

民間業者 
コミュニティ 

     等 
ウェストピッカー 

雇用 

最終処分場の様子 
重機の周りで1,000人以上のウェストピッカー 

が資源物を拾い集めており、非常に危険。 

危険物や不衛生なものも多くあり、怪我や病 

気になりやすい環境。 
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品目 オーガニック プラスチック 紙くず 金属類 その他 

重量 2211.5㎏ 374㎏ 116㎏ 7.5㎏ 157.1㎏ 

割合 77.2％ 13％ 4％ 0.3％ 5.5％ 

２０１２年9月26日～9月28日の3日間の合計を基にしたデータ（調査合計数量：2866.1㎏） 



スラバヤ市におけるリサイクル型廃棄物中間処理施設パイロット事業 

㈱西原商事 
外務省「政府開発援助海外経済協力事業委託費による途上国政府への普及事業」（2012年12月～）26 

 市中で回収された一般ごみを集め、リサイクル需要
に応じて分類と加工を行い、販売するという一連の
「有価物・有機物の問屋機能を有するリサイクル型廃
棄物中間処理施設」を現地化して、「Supeｒ Depo」とし
て展開することを事業モデルとする。 
 劣悪な労働環境で廃棄物からプラスチックや金属等
の有価物を回収して生計を立てているウェストピッ
カーと協働で廃棄物の中間処理を行い、有価物やコ
ンポストを販売する事業を検討する。 

項目 ％ １日 月間 

オーガニック 77.2 923.4ｔ 28,163ｔ 

プラスチック 13 156ｔ 4,742ｔ 

紙くず 4 48ｔ 1,459ｔ 

金属 0.3 3.6ｔ 109ｔ 

その他 5.5 66ｔ 2,006ｔ 

約１，２００ｔ/日を基準にすると・・・ 

コンポストセンター（第2ステップ） SUPERDEPO（第1ステップ） 

コンポストセンター（日量100ｔ）設置 

生産されたコンポストを使用し、試験 
的に作物を生産（トラワス村：400㎡） 

 選別されたオーガニックに含まれる異物を最大で10％の幅を
持って今後の事業計画を検討。それでも、最終処分される埋立
て量は約85％削減できる。 
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カンボジア国における上水道整備事業等 
北九州市上下水道局、 北九州市海外水ビジネス推進協議会 

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。 

シェムリアップ市（2011年３月契約）28 

 浄水場建設基本設計補完業務を受注 

 受注金額：1,400万円、参加企業：㈱浜銀総合研究所 

  ⇒詳細設計の受注を目指す 

無収（漏水・盗水）水量率： 
 ７２％→８％＜日本並み＞ 
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セン・モノロム市（2011年８月内定）29 

 上水道整備に係るコンサルタント業務（基本設計、詳細設計、施工管理） 
 受注金額：2,700万円（今年度の早い段階で契約）   

９都市の水道基本計画へのコンサルタント業務（2011年12月） 
 鉱工業エネルギー省が今後４年以内に主要９都市（セン・モノロム
市を含む）における水道基本計画を策定することとし、北九州市に
対してコンサルティングの要請があり、鉱工業エネルギー大臣と北
九州市長が覚書を締結 

カンポット市／ケップ市 

（2012年１月～３月）30  

 ＪＩＣＡ「カンボジア国の地方
都市における給水サービス
の普及に向けた本邦技術適
用のための基礎調査」（メタ
ウォーター㈱等が受注）の一
部（水道事業計画／管路計
画に係る基礎調査）を担当。 国際協力から海外水ビジネス展開へ 



ベトナム・ハイフォン市における上下水道整備事業 

北九州市上下水道局、北九州市海外水ビジネス推進協議会 
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※2009年４月に両市の間で「友好・協力関係に関する協定書」を締結 

両市のこれまでの友好・協力関係をベースに、2011年10月に包括協定及び実務協
定を締結   包括協定 

 北九州市長－ハイフォン市筆頭副委員長 

 北九州市はハイフォン市が抱える上
下水道の課題に対し、ハイフォン市の
要請に基づき技術的なコンサルティン
グを行う。 

実務協定 
 北九州市上下水道局長－ハイフォン市水道公社総裁 

 ハイフォン市水道公社は、北九州市上下水道局が採用し
ているブロック配水システムを５年以内に整備するが、技術
的課題が発生した場合は、北九州市上下水道局に対し、技
術的コンサルティングを要請する。 

2012年１月～３月に厚生労働省ＰＰＰ事業を活
用して初期調査を実施 31 

 この調査結果を活かして、ハイフォン市と共同
でブロック配水システムの事業化を目指す。（ハ
イフォン市の配水管網を約100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） 

ブロック配水システム 

【断面図】 

ハイフォン市では、水源である河川が生活排
水で汚濁しており、その対策が喫緊の課題と
なっている。北九州市は、ハイフォン市水道公
社の要請を受け、ＪＩＣＡ草の根技術協力事業
（2010～2012年度）を活用して、本市独自の高
度処理技術であるＢＣＦ（生物接触ろ過）の実
証プラントを現地に設置し、実証実験を実施。 

JICA草の根技術協力事業 
「高度浄水処理技術（ＢＣＦ）」導入 32 



スラバヤ市における下水道整備事業 

オリジナル設計㈱、北九州市上下水道局 
国土交通省「インドネシア都市圏における下水道整備計画等策定業務」（2012年12

月 ～)  33 

スラバヤ市の課題 
①下水道が未整備で、生活排水は腐敗槽（セプティクタン
ク）からの簡易処理放流または未処理のまま直接放流。 

②河川や水路にゴミなど廃棄物が不法投棄されている。 

③工場排水の流入が影響している。 

④市域は全体に平坦地であるため、通常一般水路ではほ
とんど流下せず滞留による汚濁化が生じやすい。 

⑤河川の勾配が小さく流速が得られにくいため、底泥堆
積が生じやすい。 

下水道整備計画等策定業務 
人口約300万人を有するインドネシア第２の都市であるスラバヤ市 

○スラバヤ市の実績に適合した効率的な下水道整備手法 

○下水道事業を適切に運営するために必要な事項 

○下水道事業を円滑に進めるための市民啓発の方法 

○日本企業の参画や技術の活用 など 

下水道整備計画（2030年） 

JICA草の根技術協力事業 
分散型排水処理施設整備事業 34 

ＪＩＣＡ草の根技術協力事業（2011～2013年度）を活
用し、分散型排水処理施設整備事業として、 
 ・ジャンバンガン地区の小規模浄化施設 
 ・テンギリス地区の河川浄化施設 
 ・パビアン地区の魚市場排水処理施設 
のマスタープランを作成中である。 

Biotop

e 

PUMP 

PUMP 

ジャンバンガン地区の小規模浄化施設 
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北九州炭素新メカニズム（Ｋ-ＭＲＶ）構築事業 

日本政府 二国間クレジット対象国 

ジョイント・コミッティー 

対象プロジェクト認定 

方法論認定 

補助金交付 

日本政府支援 

認定プロジェクト実施 

ＣＯ₂排出 
削減量 

企業の自主的活動 

認定プロジェクト実施 

ＣＯ₂排出 
削減量 

日本企業 

オフセット⇒ 

 国際的承認（ＣＯＰ） 
 を経てクレジット化 

補助金を出した日本
政府のＣＯ₂排出削
減量にカウント 

「温室効果ガス算定排
出量等の報告等に関
する命令」第１条第５
号に規定する国内認
証排出削減量とする。 
命令一部改正（告示）
／総合特区規制緩和 

協議・協力 

環境・生活改善 

北九州炭素新メカニズム（Ｋ-ＭＲＶ）構築事業 

Ｋ-ＭＲＶコミッティーを設置（2012年度内）し、本市企

業（本社及び事業所を市内に設置）のＣＯ₂排出削減
プロジェクトを中心に支援（定量評価、方法論構築） 

定量化（見える化）⇒オフセット⇒クレジット化 

予定対象事業 
製品普及事業（≒プログラムＣＤＭ） 
◆ＴＯＴＯ：節水機器＜ベトナム＞ 

◆豊光社：ＣＣＦＬ（省エネ照明）＜タイ＞ 

◆安川電機：インバータ＜中国＞ 

プロジェクト 

◆エコタウン協力事業＜中国＞ 

◆コンポスト普及事業＜インドネシア＞ 

Ｋ-ＭＲＶコミッティーを通じて支援 
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日本政府へ 

の働きかけ 

日本企業 

二国間オフセット・クレジット制度：Bilateral Offset Credit Mechanism（ＢＯＣＭ） 



 

 北九州モデルの背景 

アジアで初めて公害問題に直面しそれを克服し、日本で最も先進的な環境都市と
なった北九州市 

北九州モデルの内容 北九州モデルの体系 

1. 高度経済成長期以前（～１９６０年代半ば）：特定の事件が無い限り環境問題が存在しない時代 

① 廃棄物処理：直接処分とウェストピッカー的リサイクル（資源循環が特徴的） 
② エネルギー管理（スマートコミュニティ）：直接供給 

③ 上下水道管理：通常浄水、直接排出（し尿は一部リサイクル） 
④ 環境・保全（クリーナープロダクション）：特段の配慮なし 

2. 高度経済成長期（１９６０年代半ば～１９８０年代半ば）：あらゆる分野で環境問題に直面する時代 

① 廃棄物処理：焼却工場による全量焼却処分と海上埋め立て 

② エネルギー管理（スマートコミュニティ） ：ごみ発電や焼却工場他の余熱による地域熱供給 

③ 上下水道管理：下水道と処理場の整備 

④ 環境・保全（クリーナープロダクション） ：産官民が一体となった公害対策の推進 

3. 成熟経済期（１９８０年代半ば～２０００年代半ば）：環境問題に対する意識が高まり環境と社会・経済との調和が求められ始めた時代 

① 廃棄物処理：分別収集とリサイクルの推進 

② エネルギー管理（スマートコミュニティ）：東田地区におけるコジェネと地域エネルギー供給 

③ 上下水道管理：高度浄水化 

④ 環境・保全（クリーナープロダクション） ：省エネ化の徹底 

4. 環境都市期（２０００年代半ば～）：環境問題がトッププライオリティとなり、社会・経済を規定する時代 

① 廃棄物処理：エコタウンによる産業振興、分別・リサイクルの更なる推進、ゴミ減量による省エネ・コスト削減 

② エネルギー管理（スマートコミュニティ） ：東田地区における先進的スマートコミュニティ実証 

③ 上下水道管理：ウォータープラザによる先進的な海水淡水化 

④ 環境・保全（クリーナープロダクション） ：更なる産業誘致と省エネ産業の海外展開 

多層的なソリューションモデル 

 アジア型産業都市に関する経験・知識の集大成 

 環境と経済・社会の高度な融合を図ったモデル 

 4分野を対象 

廃棄物処理、エネルギー管理（スマートコミュニティ）、上下水道管理、 

環境・保全（クリーナープロダクション） 
 環境都市化に向けたライフサイクル方法論 

構想、計画、設計、開発・導入、運営 

 分野別の多層的ソリューションモデル 

 都市環境インフラに関する産官民の経験・知識を構造的かつ総合的に整理 

• コミュニケーションを重視した産官民協創型 

• 産官民にわたる多くの実践的アイディアの集積 

 Arup社が保有するグローバルな経験・知識 

• 日本、そして世界の環境対応トップランナーの、各分野における最先端の経
験・知識を集約 

まちづくり 

（持続可
能な都市
計画） 

環境保全 

Sustainability  

Framework 

各分野方法論 

上下水 

エネルギー 

廃棄物 

処理 

成果物構成イメージ 

外部の事例 

（ARUP/その他） 

まちづくり（持続可能な都市計画） 
 ビジョン、背景、コンセプト等 

 個別構想（スマートコミュニティ、エコタ
ウン等） 

 包括的なKPI 

北九州市の取組概要 

 歴史的背景と技術の移りかわり 

 処理／実施パターンと特徴 

北九州市の 

事例 

北九州市
の 

取組概要 

各分野方法論（廃棄物処理、エネルギー
管理、上下水管理、環境・保全） 
 目標と指標 

 技術戦略項目 

 計測ツール 

 プロセスチェックリスト 

 実施計画 

内容 

北九州モデル構築事業 
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アジア諸都市 
ＣＯ₂削減と同時に、
汚染の緩和や生活

の質の向上 

北九州市 
市内企業を中心に、 

海外での環境ビジネス
展開により地域の活性

化 

ＷＩＮ－ＷＩＮの関係の構築 
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環境国際協力に加え、環境国際ビジネスの展開にあたっても、現地の人々
に喜ばれ、尊敬されるような、他国とは異なる日本独自のやり方を推し進め
ることを目指したい 



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/

