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低炭素化社会・日本を目指す戦略低炭素化社会・日本を目指す戦略
日本の中長期目標（日本としては2050年までの長期

目標として60％－80％の削減）

・平成２２年１０月に地球温暖化対策基本法案の閣
議決定「２０２０年に２５％、２０５０年に８０％削減」

●革新技術の開発と既存先進技術の普及
（技術開発と再生エネルギーと省エネの普及）

●国全体を低炭素化へ動かす仕組み

（排出量取引、税制改革、見える化）

●地方の力；都市・地域の一体的な取り組み



1930 1960
1990 2010 2020 2050

中期目標中期目標中期目標中期目標

長期目標長期目標長期目標長期目標

60-80％％％％削減削減削減削減シナリオシナリオシナリオシナリオ

環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷

温室効果ガス

環境都市では都市・地域の環境資源、社会
資源を活かした社会資本整備などの提案が必要

地方実行計画での低炭素化中期目標へ対応地方実行計画での低炭素化中期目標へ対応

将来趨勢の予測

積み上げによる削減量

削減のための都市づくり な
ど（地域効果＋排出量取引）
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低炭素社会を先導する「環境都市」低炭素社会を先導する「環境都市」

• 単独のイノベーションから協働型の社会イノベー
ションの実現

Technology Innovation→

System Innovation or Collective Innovation

• ベストプラクティスからの社会システムへの階層
的イノベーションへ

4

個別の先進環境技術
（たとえば風力発電）

個別の先進環境技術
（たとえば太陽光発電）

個別の先進環境技術

個別個別個別個別のののの環境技術環境技術環境技術環境技術
イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション

中長期低炭素
ターゲット

技術を束ねる協働
イノベーション

都市や地区での
地域イノベーション

環境都市環境都市環境都市環境都市のののの
社会社会社会社会イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション



5

資源循環資源循環資源循環資源循環のののの地域地域地域地域システムシステムシステムシステム
Eco-town and Eco-industrial developments



一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物 川崎川崎川崎川崎エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン内内内内のののの企業企業企業企業 産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物

空空空空きききき缶缶缶缶

Scrap 
vehicle

廃家電廃家電廃家電廃家電

廃廃廃廃プラスプラスプラスプラス
チックチックチックチック

ペットペットペットペット
ボトルボトルボトルボトル

紙紙紙紙くずくずくずくず

下水汚泥下水汚泥下水汚泥下水汚泥

そのそのそのその他他他他

金属金属金属金属
くずくずくずくず

廃廃廃廃プラプラプラプラ
スチックスチックスチックスチック

汚泥汚泥汚泥汚泥

ばいじんばいじんばいじんばいじん

くずくずくずくず

燃燃燃燃ええええ殻殻殻殻

産廃事業者産廃事業者産廃事業者産廃事業者
Garbage collector

市外最終処分場
Oher Landfill  site

(outside Kawasaki)
市内最終市内最終市内最終市内最終
処分場処分場処分場処分場

Landfill site

Stainless-manufacturing 
company

ステンレスステンレスステンレスステンレス

焼却工場焼却工場焼却工場焼却工場
Incinerator

Highly treated 
water

Cemenｔ
manufacturing 
company

セメントセメントセメントセメント工場工場工場工場

Paper-manufacturing 
company

製紙工場製紙工場製紙工場製紙工場

自動車解体事業自動車解体事業自動車解体事業自動車解体事業

Home appliance 
recycling company

家電家電家電家電ﾘｻｲｸﾙﾘｻｲｸﾙﾘｻｲｸﾙﾘｻｲｸﾙ工場工場工場工場

Steel-manufacturing 
company

昭和電工昭和電工昭和電工昭和電工

PET to PET recycling 
company

ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｯﾄｯﾄｯﾄｯﾄt0ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｯﾄﾘｻｲｸﾙｯﾄﾘｻｲｸﾙｯﾄﾘｻｲｸﾙｯﾄﾘｻｲｸﾙ

Kawasaki Cit

・人口:
138万人
・一般廃棄物:
53.2万t/年

川崎市
C-press  t/y

一般廃棄物
General wastes 

300,000 t/y

Mix paper 7,000 t/y

Incineration ash

Kawasaki City
・134社
4,643,000 ton/y

川崎市の多量廃棄
物発生事業者

川崎市の多量廃棄
物発生事業者

Waste metal 

Surplus 
power 

Paper sludge 
t/y

Blast-furnace slag 5,000 t/y

Steel-manufacturing 
company

製鉄所製鉄所製鉄所製鉄所

下水処理施設下水処理施設下水処理施設下水処理施設

エコタウン事業例；川崎エコタウン
資源循環の地域ネットワークの形成

エコタウン事業例；川崎エコタウン
資源循環の地域ネットワークの形成



都市環境都市環境都市環境都市環境都市環境都市環境都市環境都市環境
データベースデータベースデータベースデータベースデータベースデータベースデータベースデータベース

・・・・・・・・公共公共公共公共////社会資本社会資本社会資本社会資本
・・・・都市都市都市都市////経済資本経済資本経済資本経済資本

・・・・環境資本環境資本環境資本環境資本

公共施公共施公共施公共施
設設設設

都市都市都市都市

産業産業産業産業

農業農業農業農業
林業林業林業林業

森林森林森林森林・・・・
沿岸域沿岸域沿岸域沿岸域

モ
デ
ル

モ
デ
ル

モ
デ
ル

モ
デ
ル
に
よ
る

に
よ
る

に
よ
る

に
よ
る
環
境
負
荷
移
動

環
境
負
荷
移
動

環
境
負
荷
移
動

環
境
負
荷
移
動
のののの

空
間
分
布

空
間
分
布

空
間
分
布

空
間
分
布
のののの
解
析
解
析
解
析
解
析

社会技術社会技術社会技術社会技術社会技術社会技術社会技術社会技術
システムシステムシステムシステムシステムシステムシステムシステム
制度・仕組

ソフトウエアソフトウエアソフトウエアソフトウエア技術技術技術技術

環境技術環境技術環境技術環境技術環境技術環境技術環境技術環境技術
システムシステムシステムシステムシステムシステムシステムシステム
装置装置装置装置・・・・技術技術技術技術

((((ﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾞ゙゙゙ｳｪｱｳｪｱｳｪｱｳｪｱ技術技術技術技術))))
計画策定計画策定計画策定計画策定
有効な技術・
制度の組合せ

低炭素都市低炭素都市低炭素都市低炭素都市のののの世界世界世界世界のののの経験経験経験経験をををを一般化一般化一般化一般化してしてしてして地域地域地域地域にににに展開展開展開展開するするするする計画評価手法計画評価手法計画評価手法計画評価手法
のののの開発開発開発開発（（（（たとえばたとえばたとえばたとえば低炭素都市低炭素都市低炭素都市低炭素都市シミュレーションシステムシミュレーションシステムシミュレーションシステムシミュレーションシステム））））

低炭素都市低炭素都市低炭素都市低炭素都市のののの世界世界世界世界のののの経験経験経験経験をををを一般化一般化一般化一般化してしてしてして地域地域地域地域にににに展開展開展開展開するするするする計画評価手法計画評価手法計画評価手法計画評価手法
のののの開発開発開発開発（（（（たとえばたとえばたとえばたとえば低炭素都市低炭素都市低炭素都市低炭素都市シミュレーションシステムシミュレーションシステムシミュレーションシステムシミュレーションシステム））））

活活活活
動動動動
・・・・
環環環環
境境境境
負負負負
荷荷荷荷
のののの
発発発発
生生生生
分分分分
布布布布
推推推推
定定定定

低炭素都市低炭素都市低炭素都市低炭素都市
環境技術環境技術環境技術環境技術

シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション
（（（（地域条件地域条件地域条件地域条件をををを反映反映反映反映
するするするする技術選択技術選択技術選択技術選択））））

技術技術技術技術・・・・制度制度制度制度のののの選定選定選定選定とととと技術技術技術技術・・・・制度制度制度制度のののの選定選定選定選定とととと
シミュレーションシステムシミュレーションシステムシミュレーションシステムシミュレーションシステムシミュレーションシステムシミュレーションシステムシミュレーションシステムシミュレーションシステム

都市政策都市政策都市政策都市政策のののの都市政策都市政策都市政策都市政策のののの
オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
計画計画計画計画、、、、評価評価評価評価計画計画計画計画、、、、評価評価評価評価

支援支援支援支援システムシステムシステムシステム支援支援支援支援システムシステムシステムシステム

政策評価政策評価政策評価政策評価
地域に応じた
時空境界設計

合意形成合意形成合意形成合意形成
支援支援支援支援

例：SAS



循環型セメント産業の地域活用の
ポテンシャルの算定例

3 4

0

【t-CO2/y】

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000 137,000t/y

約約約約15％％％％のののの
削減効果削減効果削減効果削減効果

36,000t/y 38,000t/y

燃焼
（生産工程）

電力消費
（生産工程）

輸送
（生産工程）

燃焼
（廃棄物処理）

輸送
（廃棄物処理）

ケース0 ケース1 ケース2 ケース3

脱炭酸
（生産工程）

廃棄物受入量(t/y)

輸送距離
(km)

廃棄物
転換率
(重量%)

最大
廃棄物
転換率
(重量%)

産業
廃棄物
処理量
(t/y)

輸送距離
(km)

一般
廃棄物
処理量
(t/y)

輸送距離
(km)川崎市内 神奈川県 関東圏 関東圏外

粘土系原料
代替

産業廃棄物

ケース1 0 0 0 0 0 0%

処理される
廃棄物

490000 52 0 0

ケース2 28,000 54,000 50,000 113,000 52 100% 245,000 52 0 0

ケース3 245,000 0 0 0 1.5 100% 245,000 52 0 0

ケース4 245,000 0 0 0 1.5 100% 245,000 52 0 0

燃料系原料
代替廃棄物

ケース１ 0 0 0 0 0 0% 19380 50 18620 5.4

ケース2 0 0 0 12,000 50 10% 7360 50 18620 5

ケース3 7,360 0 0 12,000 31 14.60% 0 0 18620 5

ケース4

18,620

（ 一廃）
0 0 0 5 40% 0 0 0 0

19,380

（ 産廃）

循環技術循環技術循環技術循環技術のののの効果効果効果効果のののの算定例算定例算定例算定例①①①①；；；；一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物ののののセメントセメントセメントセメント原料利用原料利用原料利用原料利用循環技術循環技術循環技術循環技術のののの効果効果効果効果のののの算定例算定例算定例算定例①①①①；；；；一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物ののののセメントセメントセメントセメント原料利用原料利用原料利用原料利用



ヒートアイランドヒートアイランドヒートアイランドヒートアイランド化化化化
エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー過消費過消費過消費過消費

水資源水資源水資源水資源のののの
過消費過消費過消費過消費

植物成長植物成長植物成長植物成長
力減少力減少力減少力減少

物質環境物質環境物質環境物質環境
フラックスフラックスフラックスフラックス

水環境水環境水環境水環境
フラックスフラックスフラックスフラックス

エネルエネルエネルエネル
ギーギーギーギー環境環境環境環境
フラックスフラックスフラックスフラックス

環境解析環境解析環境解析環境解析
モデルモデルモデルモデルをををを
用用用用いたいたいたいた
評価評価評価評価

地下水位地下水位地下水位地下水位
のののの低下低下低下低下

廃棄物発生増大廃棄物発生増大廃棄物発生増大廃棄物発生増大 最終処分場不足最終処分場不足最終処分場不足最終処分場不足資源枯渇資源枯渇資源枯渇資源枯渇

都市環境GISデータベースと環境解析モデルに基づいて，環境負荷の発生から環
境フラックスの算定、および低炭素都市の技術評価システムのプロセスを構築。

拠点都市拠点都市拠点都市拠点都市 圏域圏域圏域圏域圏域圏域圏域圏域

都市の水・物質・エネルギーの低炭素化技術とその影響

水循環水循環水循環水循環のののの
変化変化変化変化

都市構造物都市構造物都市構造物都市構造物によるによるによるによる影響影響影響影響

保
水
性
舗
装

街
区
エ
ネ
ル
ギ
制
御

緑
化
・植
栽
配
置

屋
上
緑
化

広
域
資
源
循
環

循
環
生
産
技
術

緑
化
・植
栽
配
置

廃
棄
物
焼
却
炉
更
新

緑
地
形
成

○水・熱エネルギー・廃棄物の環境負荷発生・移動の空間特解析ｼｽﾃﾑ
○対象空間を設定しての技術導入の年間での低炭素効果の算定
○技術評価システムの行政、市民、企業への情報提供システム
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都市環境
GISデータベース

統合的都市環境
空間解析モデル

技術・政策
インベントリ

環境・社会影響
評価システム

都市熱環境観測都市熱環境観測都市熱環境観測都市熱環境観測

マルチスケールマルチスケールマルチスケールマルチスケール解析解析解析解析とととと
異異異異なるなるなるなる環境間環境間環境間環境間ののののインタインタインタインタ
ラクションラクションラクションラクション（（（（コベネフィッコベネフィッコベネフィッコベネフィッ

トトトト））））

公害対策技術公害対策技術公害対策技術公害対策技術、、、、環境環境環境環境
改善技術改善技術改善技術改善技術、、、、都市産業都市産業都市産業都市産業
技術技術技術技術をををを組合組合組合組合せたせたせたせた施策施策施策施策

要素要素要素要素

技術技術技術技術・・・・政策政策政策政策のののの組合組合組合組合せせせせ
によるによるによるによる環境経済影響環境経済影響環境経済影響環境経済影響
のののの空間帰属空間帰属空間帰属空間帰属をををを算定算定算定算定水環境水環境水環境水環境 河川河川河川河川（（（（水質水質水質水質・・・・水量水量水量水量））））

地下水地下水地下水地下水（（（（水質水質水質水質・・・・水量水量水量水量））））

大気環境大気環境大気環境大気環境
・・・・人工廃熱人工廃熱人工廃熱人工廃熱・・・・排排排排ガスガスガスガス増加増加増加増加
・・・・地下水涵養量減少地下水涵養量減少地下水涵養量減少地下水涵養量減少
・・・・植生減退植生減退植生減退植生減退
・・・・廃棄物発生量増大廃棄物発生量増大廃棄物発生量増大廃棄物発生量増大

都市環境影響都市環境影響都市環境影響都市環境影響

・・・・ヒートアイランドヒートアイランドヒートアイランドヒートアイランド現象現象現象現象
・・・・越境大気汚染越境大気汚染越境大気汚染越境大気汚染
・・・・地下水位変化地下水位変化地下水位変化地下水位変化
・・・・土地被覆変化土地被覆変化土地被覆変化土地被覆変化
・・・・処分場不足処分場不足処分場不足処分場不足

広域環境影響広域環境影響広域環境影響広域環境影響

・・・・CO2排出増大排出増大排出増大排出増大

・・・・平均気温上昇平均気温上昇平均気温上昇平均気温上昇
・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー消費増大消費増大消費増大消費増大
・・・・資源枯渇資源枯渇資源枯渇資源枯渇

地球環境影響地球環境影響地球環境影響地球環境影響
○○○○分散型水処理技術分散型水処理技術分散型水処理技術分散型水処理技術
○○○○植生浄化技術植生浄化技術植生浄化技術植生浄化技術
○○○○バイオガスバイオガスバイオガスバイオガス技術技術技術技術

バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス循環循環循環循環
技術技術技術技術

緑地環境緑地環境緑地環境緑地環境

○○○○公害対策技術公害対策技術公害対策技術公害対策技術システシステシステシステ
ムインベントリムインベントリムインベントリムインベントリ
○○○○廃棄物処理処分技廃棄物処理処分技廃棄物処理処分技廃棄物処理処分技
術術術術
○○○○下水処理下水処理下水処理下水処理

公害対策技術公害対策技術公害対策技術公害対策技術

○○○○街区街区街区街区エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー制御制御制御制御
○○○○緑地緑地緑地緑地・・・・都市被覆改善都市被覆改善都市被覆改善都市被覆改善
保全保全保全保全○○○○地下水利用技地下水利用技地下水利用技地下水利用技
術術術術

都市環境技術都市環境技術都市環境技術都市環境技術

○○○○都市産業共生技術都市産業共生技術都市産業共生技術都市産業共生技術
○○○○資源循環型都市産資源循環型都市産資源循環型都市産資源循環型都市産
業業業業システムシステムシステムシステム技術技術技術技術
○○○○エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン

環境産業技術環境産業技術環境産業技術環境産業技術都市基盤都市基盤都市基盤都市基盤

建物建物建物建物

産業循環産業循環産業循環産業循環 循環技術循環技術循環技術循環技術
投入資源情報投入資源情報投入資源情報投入資源情報
投入燃料情報投入燃料情報投入燃料情報投入燃料情報

都市廃棄物都市廃棄物都市廃棄物都市廃棄物 家庭系一般廃棄家庭系一般廃棄家庭系一般廃棄家庭系一般廃棄
物物物物事業系一般廃棄物事業系一般廃棄物事業系一般廃棄物事業系一般廃棄物

都市廃棄物都市廃棄物都市廃棄物都市廃棄物

下水下水下水下水（（（（水質水質水質水質・・・・水量水量水量水量））））

気気気気 温温温温
湿湿湿湿 度度度度
風向風向風向風向・・・・風速風速風速風速

公園公園公園公園・・・・緑地面積緑地面積緑地面積緑地面積
公園公園公園公園・・・・緑地位置緑地位置緑地位置緑地位置

植生植生植生植生

建物階層建物階層建物階層建物階層
建物用途建物用途建物用途建物用途
建物構造建物構造建物構造建物構造

土地利用土地利用土地利用土地利用
交通網交通網交通網交通網

人口人口人口人口

都市輸送都市輸送都市輸送都市輸送・・・・交通交通交通交通
（（（（社会工学社会工学社会工学社会工学））））
モデルモデルモデルモデル

水水水水・・・・大気大気大気大気・・・・熱移動熱移動熱移動熱移動
（（（（環境科学環境科学環境科学環境科学））））
モデルモデルモデルモデル

「都市環境ＧＩＳデータベースシステム」と「技術評価モデル」のアジア都市への研究連携・展開
川崎市川崎市川崎市川崎市でのでのでのでの研究展開研究展開研究展開研究展開H18－、－、－、－、協力協定協力協定協力協定協力協定 H21年年年年1月月月月



太平洋セメント㈱
熊谷工場

秩父太平洋セメント㈱
秩父工場

三菱マテリアル㈱
横瀬工場

太平洋セメント㈱
埼玉工場

㈱デイ・シイ
川崎工場

新日本製鐵㈱
君津製鉄所

JFEスチール㈱
東日本製鉄所京浜

JFEスチール㈱
東日本製鉄所千葉

～1970年代

1980年代

1990年代

2000年代

セメント製造施設

鉄鋼製造施設
（高炉・コークス炉）

その他プラ排出量

産業施設 - 100
(t/y)

(t/y)

101 - 200

201 - 300

301 - 400

401 -

焼却処理施設

発電有りCO_M_PLACO_M_PLACO_M_PLACO_M_PLA
- 50

51 - 150

151 - 300

301 - 450

451 -

焼却施設(環境省：2005)
セメント製造施設（セメント年鑑：2008）
鉄鋼製造施設（鉄鋼年鑑：2008）
人口分布メッシュ（国勢調査：2005）
一般廃棄物排出量（環境省：2006）
その他プラ組成比（日環Ｃ：1999）

地域循環構築地域循環構築地域循環構築地域循環構築にににに貢献貢献貢献貢献するするするする情報情報情報情報システムシステムシステムシステム（（（（１１１１））））

循環資源分布情報循環資源分布情報循環資源分布情報循環資源分布情報・・・・循環拠点産業施設情報循環拠点産業施設情報循環拠点産業施設情報循環拠点産業施設情報のののの地域地域地域地域ででででデータベースデータベースデータベースデータベース

地域循環構築地域循環構築地域循環構築地域循環構築にににに貢献貢献貢献貢献するするするする情報情報情報情報システムシステムシステムシステム（（（（１１１１））））

循環資源分布情報循環資源分布情報循環資源分布情報循環資源分布情報・・・・循環拠点産業施設情報循環拠点産業施設情報循環拠点産業施設情報循環拠点産業施設情報のののの地域地域地域地域ででででデータベースデータベースデータベースデータベース



製品サービ
ス（資材・エ
ネルギー）

再生資源・
廃熱

業務集積業務集積業務集積業務集積
環境環境環境環境モデルモデルモデルモデル地区地区地区地区

里地里山里地里山里地里山里地里山
地域拠点地域拠点地域拠点地域拠点

地域地域地域地域のののの特性特性特性特性にににに応応応応じたじたじたじた低炭素対策低炭素対策低炭素対策低炭素対策・・・・施策施策施策施策ののののパッケージパッケージパッケージパッケージ化化化化
地域の特性を活用する低炭素環境モデル地区

地域地域地域地域のののの特性特性特性特性にににに応応応応じたじたじたじた低炭素対策低炭素対策低炭素対策低炭素対策・・・・施策施策施策施策ののののパッケージパッケージパッケージパッケージ化化化化
地域の特性を活用する低炭素環境モデル地区

共生住宅共生住宅共生住宅共生住宅
環境環境環境環境モデルモデルモデルモデル地区地区地区地区

農林連携環境農林連携環境農林連携環境農林連携環境
モデルモデルモデルモデル地区地区地区地区

産業連携産業連携産業連携産業連携
環境環境環境環境モデルモデルモデルモデル地区地区地区地区

12



産業連携型の低炭素モデル地区の機能イメージ（資源循環）産業連携型の低炭素モデル地区の機能イメージ（資源循環）

殿町地区の境界

流通区域 流通区域

環境、ライフサイエンス
研究開発区域(8.3ha)

業務、研究開発
区域(6.7ha)

物販施設

ホテル
研究・
業務施設

研究・業務施設

熱供給・制御センター
機能（将来案）

ごみ焼却
工場

スマート
資源循環拠点

近隣地区B

(住宅系)

近隣地区A

(住宅・業務系)

広域への
熱供給

メタン発
酵施設

交流・
物販施設

研究・
業務施設 ホテル

再生樹脂再生樹脂再生樹脂再生樹脂

河川

地域管理
センター

混合
設備

熱集約
センター機能

熱導管

太陽熱発電
・熱供給

食品加工
工場

廃廃廃廃プラプラプラプラ・・・・廃雑紙廃雑紙廃雑紙廃雑紙

残渣残渣残渣残渣

焼却排熱

都市都市都市都市
ガスガスガスガス食品廃棄物食品廃棄物食品廃棄物食品廃棄物

食品廃棄物食品廃棄物食品廃棄物食品廃棄物

固形原固形原固形原固形原・・・・燃料情報燃料情報燃料情報燃料情報
熱供給情報熱供給情報熱供給情報熱供給情報
品質情報品質情報品質情報品質情報

発電発電発電発電・・・・熱製造情報熱製造情報熱製造情報熱製造情報

熱製造情報熱製造情報熱製造情報熱製造情報

熱需給量熱需給量熱需給量熱需給量

運転情報運転情報運転情報運転情報

運転情報運転情報運転情報運転情報

収集車
焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ

業務・商業
交流区域(5.6ha)

運搬先運搬先運搬先運搬先
指示指示指示指示

＊高稼働率と廃熱利用
による低コスト化

＊熱需要変動
の緩和効果

電力電力電力電力・・・・熱割合指示熱割合指示熱割合指示熱割合指示

（発熱量不足時）

情報情報情報情報フローフローフローフロー

物質物質物質物質フローフローフローフロー（（（（収集収集収集収集））））

物質物質物質物質フローフローフローフロー（（（（供給供給供給供給））））

エネルギーフローエネルギーフローエネルギーフローエネルギーフロー（（（（熱熱熱熱））））

エネルギーフローエネルギーフローエネルギーフローエネルギーフロー（（（（電力電力電力電力・・・・ガスガスガスガス））））

収集車

鉄鋼 セメント

工場排熱固形固形固形固形
原原原原・・・・燃料燃料燃料燃料

＊既存施設の活用による
高効率・安定・低コストな資源循環利用

収集車
焼却排熱



中国瀋陽市（人口700万人）で計画する循環型都市イメージ中国瀋陽市（人口700万人）で計画する循環型都市イメージ

废塑料、PET

废纸

生物质

金属

危险废物

各种残渣

排水
再利用水

高温热源

低温热源

热导管（温水）
热导管（冷水）

废弃物

公共设施公共设施公共设施公共设施、、、、事务区事务区事务区事务区

50ha

公共设施公共设施公共设施公共设施、、、、事务区事务区事务区事务区

50ha

循环流化床循环流化床循环流化床循环流化床（（（（ＣＦＢＣＦＢＣＦＢＣＦＢ））））

发电厂发电厂发电厂发电厂

循环流化床循环流化床循环流化床循环流化床（（（（循环流化床循环流化床循环流化床循环流化床（（（（ＣＦＢＣＦＢＣＦＢＣＦＢＣＦＢＣＦＢＣＦＢＣＦＢ））））））））

发电厂发电厂发电厂发电厂发电厂发电厂发电厂发电厂

焚烧厂焚烧厂焚烧厂焚烧厂焚烧厂焚烧厂焚烧厂焚烧厂焚烧厂焚烧厂焚烧厂焚烧厂

水泥厂水泥厂水泥厂水泥厂水泥厂水泥厂水泥厂水泥厂水泥厂水泥厂水泥厂水泥厂

塑料精选塑料精选塑料精选塑料精选塑料精选塑料精选塑料精选塑料精选塑料精选塑料精选塑料精选塑料精选

木屑建筑垃圾木屑建筑垃圾木屑建筑垃圾木屑建筑垃圾木屑建筑垃圾木屑建筑垃圾木屑建筑垃圾木屑建筑垃圾木屑建筑垃圾木屑建筑垃圾木屑建筑垃圾木屑建筑垃圾

精明资源循环设施精明资源循环设施精明资源循环设施精明资源循环设施精明资源循环设施精明资源循环设施精明资源循环设施精明资源循环设施精明资源循环设施精明资源循环设施精明资源循环设施精明资源循环设施

园区热供给园区热供给园区热供给园区热供给
中心中心中心中心

园区热供给园区热供给园区热供给园区热供给园区热供给园区热供给园区热供给园区热供给
中心中心中心中心中心中心中心中心

资源循环区资源循环区资源循环区资源循环区

100ha

资源循环区资源循环区资源循环区资源循环区

100ha

绿地绿地绿地绿地绿地绿地绿地绿地绿地绿地绿地绿地

绿地绿地绿地绿地绿地绿地绿地绿地绿地绿地绿地绿地

都市国际都市国际都市国际都市国际
研究中心研究中心研究中心研究中心
都市国际都市国际都市国际都市国际都市国际都市国际都市国际都市国际
研究中心研究中心研究中心研究中心研究中心研究中心研究中心研究中心

甲烷发酵甲烷发酵甲烷发酵甲烷发酵甲烷发酵甲烷发酵甲烷发酵甲烷发酵甲烷发酵甲烷发酵甲烷发酵甲烷发酵

短纤维制造短纤维制造短纤维制造短纤维制造短纤维制造短纤维制造短纤维制造短纤维制造短纤维制造短纤维制造短纤维制造短纤维制造
PETPETPETPET循环利用循环利用循环利用循环利用PETPETPETPETPETPETPETPET循环利用循环利用循环利用循环利用循环利用循环利用循环利用循环利用

废家电废家电废家电废家电
回收回收回收回收

废家电废家电废家电废家电废家电废家电废家电废家电
回收回收回收回收回收回收回收回收

废旧汽车废旧汽车废旧汽车废旧汽车
回收回收回收回收

废旧汽车废旧汽车废旧汽车废旧汽车废旧汽车废旧汽车废旧汽车废旧汽车
回收回收回收回收回收回收回收回收 荧光灯荧光灯荧光灯荧光灯

回收回收回收回收
荧光灯荧光灯荧光灯荧光灯荧光灯荧光灯荧光灯荧光灯
回收回收回收回收回收回收回收回收

铝精炼铝精炼铝精炼铝精炼铝精炼铝精炼铝精炼铝精炼铝精炼铝精炼铝精炼铝精炼
金属精选金属精选金属精选金属精选金属精选金属精选金属精选金属精选金属精选金属精选金属精选金属精选

废水处理废水处理废水处理废水处理废水处理废水处理废水处理废水处理废水处理废水处理废水处理废水处理

绿地绿地绿地绿地绿地绿地绿地绿地

绿地绿地绿地绿地绿地绿地绿地绿地

居民区居民区居民区居民区
70ha

居民区居民区居民区居民区
70ha

1.5
km 2.0km

・資源・エネルギーを循環
・暮らしのコミュニティを再生
・実体の助け合い（地縁力）
の形成
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川崎から発信する環境イノベーションにむけて川崎から発信する環境イノベーションにむけて

○低炭素都市を形成することによる日本発信の「環境イノ
ベーション」技術・施策のパッケージのアジア展開

‐低炭素モデル地区形成による環境イノベーションの社会実証
モデル集積の形成

○日本とアジア、欧米の環境都市連携による低炭素ナレ
ッジの共有と補完効果

－都市・環境技術の効果を高める空間形成（スマートゾーニング）と
地域マネジメント制度

‐間接・内包低炭素効果・環境効果の受益者を含む緩やかな環境
事業ファイナンスシステム

－－－－地区地区地区地区マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントをををを含含含含むむむむ低炭素低炭素低炭素低炭素（（（（自立自立自立自立））））

ガバナンスシステムガバナンスシステムガバナンスシステムガバナンスシステム

○低炭素都市を形成することによる日本発信の「環境イノ
ベーション」技術・施策のパッケージのアジア展開

‐低炭素モデル地区形成による環境イノベーションの社会実証
モデル集積の形成

○日本とアジア、欧米の環境都市連携による低炭素ナレ
ッジの共有と補完効果

－都市・環境技術の効果を高める空間形成（スマートゾーニング）と
地域マネジメント制度

‐間接・内包低炭素効果・環境効果の受益者を含む緩やかな環境
事業ファイナンスシステム

－－－－地区地区地区地区マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントをををを含含含含むむむむ低炭素低炭素低炭素低炭素（（（（自立自立自立自立））））

ガバナンスシステムガバナンスシステムガバナンスシステムガバナンスシステム
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