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内容内容

• 川崎市の産業および技術開発における動向及び特
徴

• 国際展開にむけたアプローチ及び具体的な取組国際展開にむけたアプ チ及び具体的な取組
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川崎市のプロフィール
Profile of Kawasaki CityProfile of Kawasaki City 

川崎市は「工都かわさき」とよばれ、ものづくり都市と
して発展してきたが 近年では 日本をリードする産して発展してきたが、近年では、日本をリ ドする産
業技術や研究開発機能が集積する先端技術産業都
市へと、その姿を大きく変えつつある。

人口 １４３万６３６８人(2012.5)

面積 １４４．３５Km２

市内総生産 ５兆２,１４０億円(2008)

主要産業 製造業、サービス業

運輸・サービス業

主要製造業 一般機械、金属製品

電機

発展産業 新製造技術、情報通信

境 福祉 生環境、福祉、生活文化
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研究開発機能の集積
Accumulation of research and development functions

ﾓﾄﾛｰﾗ（ｵﾌｨｽ）

富士通（本店、工場） 東芝（研究開発センター）

キヤノン（事業所）

東芝ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ社（ﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｾﾝﾀｰ）富士通研究所（本社）
マイクロ・ダイヤモンド
【微細･精密･高品位加工用工具の開発･製造】

常光
【医療分析装置メーカー】

ものづくり中小企業
研究開発型企業等

サイエンスパーク及び
究 発 業 地

ﾓﾄﾛｰﾗ（ｵﾌｨｽ）

富士通（本店、工場） 東芝（研究開発センター）

キヤノン（事業所）

東芝ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ社（ﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｾﾝﾀｰ）富士通研究所（本社）
マイクロ・ダイヤモンド
【微細･精密･高品位加工用工具の開発･製造】

常光
【医療分析装置メーカー】

ものづくり中小企業
研究開発型企業等

サイエンスパーク及び
究 発 業 地

Accumulation of research and development functions

エクサ、デル、
東芝ｻﾑｽﾝｽﾄﾚｰｼﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ、
ﾐﾆｯﾄｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ（4社とも本社）

日本IBM（事業所）

D&Mﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（本社）

ﾓﾄﾛ ﾗ（ｵﾌｨｽ）

キヤノン（事業所）
三菱レイヨン

（技術・情報センター）

東京応化工業（本社）

コア（総合研究所）

ニクニ
【過流タービンポンプ】

長津製作所
【ナノレベルの
精密金型製造】

栄通信工業
【精密ポテンショ
メーター製造】

研究開発型工業団地

マイコンシティ
（南黒川）

エクサ、デル、
東芝ｻﾑｽﾝｽﾄﾚｰｼﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ、
ﾐﾆｯﾄｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ（4社とも本社）

日本IBM（事業所）

D&Mﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（本社）

ﾓﾄﾛ ﾗ（ｵﾌｨｽ）

キヤノン（事業所）
三菱レイヨン

（技術・情報センター）

東京応化工業（本社）

コア（総合研究所）

ニクニ
【過流タービンポンプ】

長津製作所
【ナノレベルの
精密金型製造】

栄通信工業
【精密ポテンショ
メーター製造】

研究開発型工業団地

マイコンシティ
（南黒川）

D&Mﾎ ﾙﾃ ｨﾝｸ ｽ（本社）

NEC
（事業場、
中央研究所）

ハリウッド化粧品
（研究所 工場）

花王（工場）

東燃ゼネラル石油
（工場、中央研究所）

YAKIN川崎

営電
【テレビ信号発生器製造】

神津精機
【ナノテク技術】

D&Mﾎ ﾙﾃ ｨﾝｸ ｽ（本社）

NEC
（事業場、
中央研究所）

ハリウッド化粧品
（研究所 工場）

花王（工場）

東燃ゼネラル石油
（工場、中央研究所）

YAKIN川崎

営電
【テレビ信号発生器製造】

神津精機
【ナノテク技術】

日本冶金工
業

日本ブチル
（本社）

黒田精工
（本社）

味の素
（事業所、
研究所）

ミツトヨ
（本社）

（研究所、工場）

ｼｰﾎﾞﾝ
（本社）

日本ユニカー
（工業所、
研究開発部）

ﾀﾞｳ･ｹﾐｶﾙ日本三木プーリ
【高精度部品製造】

日本ブチル
（本社）

黒田精工
（本社）

味の素
（事業所、
研究所）

ミツトヨ
（本社）

（研究所、工場）

ｼｰﾎﾞﾝ
（本社）

日本ユニカー
（工業所、
研究開発部）

ﾀﾞｳ･ｹﾐｶﾙ日本三木プーリ
【高精度部品製造】

東京電力

日本トイザらス
（本社）

タイコエレクトロニクスアンプ
（エンジニアリングセンター）

日立製作所
（研究所） サントリー

（商品開発センター）

三菱ふそう
トラック・バス
（製作所、技術センター）

日本ロレアル（研究開発センタ ）

キヤノン
（事業所）

東燃化学
（工場）

（開発ｾﾝﾀｰ）
【高精度部品製造】

マイコンシティ
ＫＳＰ

東京電力

日本トイザらス
（本社）

タイコエレクトロニクスアンプ
（エンジニアリングセンター）

日立製作所
（研究所） サントリー

（商品開発センター）

三菱ふそう
トラック・バス
（製作所、技術センター）

日本ロレアル（研究開発センタ ）

キヤノン
（事業所）

東燃化学
（工場）

（開発ｾﾝﾀｰ）
【高精度部品製造】

マイコンシティ
ＫＳＰＫＳＰ

（発電所）

東亜石油（本社）

ｷﾔﾉﾝｱﾈﾙﾊﾞ（本社）
ﾆﾁﾛ（中央研究所）
荏原ﾕｰｼﾞﾗｲﾄ（中央研究所）
ｴｰｴｽｴﾑｴﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ（本社）
ﾃｭﾌｵｰﾀﾏ（試験所）

日本ロレアル（研究開発センター）
富士ゼロックス（事業所）
富士ゼロックス情報システム（事業所）
ハーゲンダッツ（R&Dセンター）

旭化成（製造所）

新日本石油化学（本社）

パイオニア
（研究所）

（事業所）

JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
（研究所）

JFEｽﾁｰﾙ
（ｽﾁｰﾙ研究所）

日本油脂（工場）

（栗木）

新川崎創造のもり
Ｋ2タウンキャンパス

ＫＢＩＣ

（発電所）

東亜石油（本社）

ｷﾔﾉﾝｱﾈﾙﾊﾞ（本社）
ﾆﾁﾛ（中央研究所）
荏原ﾕｰｼﾞﾗｲﾄ（中央研究所）
ｴｰｴｽｴﾑｴﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ（本社）
ﾃｭﾌｵｰﾀﾏ（試験所）

日本ロレアル（研究開発センター）
富士ゼロックス（事業所）
富士ゼロックス情報システム（事業所）
ハーゲンダッツ（R&Dセンター）

旭化成（製造所）

新日本石油化学（本社）

パイオニア
（研究所）

（事業所）

JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
（研究所）

JFEｽﾁｰﾙ
（ｽﾁｰﾙ研究所）

日本油脂（工場）

（栗木）

新川崎創造のもり
Ｋ2タウンキャンパス

ＫＢＩＣ

新川崎創造のもり
Ｋ2タウンキャンパス

ＫＢＩＣ
ＪＸ日鉱日石エネルギー

日清製粉
（工場）

新日本石油化学（本社）

日本ｾﾞｵﾝ（工場、研究所）

（ｽﾁ ﾙ研究所）

昭和電工（事業所、研究開発ｾﾝﾀｰ、生産技術ｾﾝﾀｰ）

研究開発機関数：225ヶ所
（民間企業201ヶ所、大学・その他の研究機関24ヶ所） 東京ガス

（事業所）

JFEｽﾁｰﾙ（製鉄所）

新日本石油化学（事業所）

ＫＢＩＣ

ＴＨＩＮＫ

日清製粉
（工場）

新日本石油化学（本社）

日本ｾﾞｵﾝ（工場、研究所）

（ｽﾁ ﾙ研究所）

昭和電工（事業所、研究開発ｾﾝﾀｰ、生産技術ｾﾝﾀｰ）

研究開発機関数：225ヶ所
（民間企業201ヶ所、大学・その他の研究機関24ヶ所） 東京ガス

（事業所）

JFEｽﾁｰﾙ（製鉄所）

新日本石油化学（事業所）

ＫＢＩＣＫＢＩＣ

ＴＨＩＮＫＴＨＩＮＫ
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国際展開の基本的考え方
Basic strategies for international cooperationｓg p

戦略１「環境技術を生かした国際
貢献の推進」

戦略２「産業集積を生かした国際
競争力の強化」

施策１ 都市と産業の共生モデルによる施
策の推進

施策２ 世界の水環境改善にむけた貢献

施策１ 市内企業の海外展開支援
施策２ 海外からの先端企業の誘致推進

施策２ 世界の水環境改善にむけた貢献

川崎独自の強みを発揮し、
世界をリ ドするアジアの

戦略４「地域資源を活かし国際的

世界をリードするアジアの
拠点都市を目指す

戦略３「立地優位性を生かした国
際都市基盤の整備」

戦略４「地域資源を活かし国際的
プレゼンスの確立」

施策 外 観光客誘致 推進
施策１ 総合特区制度を活用した国際戦略

拠点の整備推進
施策２ 港湾物流機能の高度化

施策１ 外国人観光客誘致の推進
施策２ 音楽・映像によるまちづくりの推進
施策３ スポーツによるまちづくりの推進
施策４ 海外に向けた情報発信

施策３ 港の利用促進 ポートセールス
施策４ 海外に向けた情報発信
施策５ 戦略的都市間連携の推進
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出典: 川崎市国際施策調整会議

川崎国際環境技術展の開催
Kawasaki International Eco‐Tech Fair

国際環境技術展２０１３の概要

川崎市の企業を中心に、最先端の環境技術やノウハウをはじめ、世界の環境問題に即応性の高い技術を広く国
内外に情報発信することで、世界の低炭素社会作りに貢献することを目的に、２００９年から開催している展示会

◎開催日 ２０１３年２月１日・２日（２日間）

◎開催場所 とどろきアリーナ

◎テ マ 「今 かわさきから世界に伝えたい 環境技術 」

国際環境技術展２０１３の概要

◎テーマ 「今、かわさきから世界に伝えたい、環境技術。」

◎出展状況 市内企業を中心に１４５団体が出展

来場者１５，２００名 海外からの来場者名

◎商談数 ３６０件（うち海外との商談 ４０件）

低CO2川崎パイロットブランド’12選定結果発表式（1日）
かわさき環境ショーウィンドウ事業2012表彰式（2日）のほか
環境産業分野の様々なキ パ ソンからの講演を実施

川崎市のポテンシャルである環境分野の技術・製品・ノウハウを多数
展示し、広く国内外に発信。海外関係者も多数参加（中国上海市・青島
市・瀋陽市・香港、韓国テグ、アメリカノースカロライナ州、オーストラリ

●ステージプログラム●環境技術展示

環境産業分野の様々なキーパーソンからの講演を実施市 瀋陽市 香港、韓国テグ、アメリカノ スカロライナ州、オ ストラリ
アクィーンズランド州、 ベトナム、マカオ、フィリピンなど）

●かわさきの「環境技術」をクローズアップしたテーマ企画 ●ＣＣかわさき
エコ暮らしツアー

●かわさき環境シ ●環境シ ケ ス ● クスカ シ ン

川崎市が取組環境配慮キャ
ンペーン「CCかわさき“エコ暮

らし”」をテーマにした会場内
ツア を実施

エコ暮らしツア
●かわさき環境ショー
ウィンドウ事業の紹介

●環境ショーケース
かわさきの紹介

●エクスカーション
市内の環境関連施設巡り

ツアーを実施

２２



環境分野での海外との交流・連携の強化
Strengthening cooperation and exchange with international organizations in 
the environmental fields

川崎市

ＣＣかわさきの推進

国連環境計画（ＵＮＥＰ）

the environmental fields

環境技術・ノウハウの集積
これまでの公害問題の経験、現在の研究機関の集積
等により環境分野の技術・ノウハウが多数蓄積

川崎の特徴・強みを活かし、全市を挙げて、地球温
暖化対策を積極的に推進

国連工業開発機関（ＵＮＩＤＯ）

環境産業分野、

環境対策・技術の海外
移転に向けた取組での
交流・連携の深化

環境技術による国際貢献の推進
市内に蓄積する優れた環境技術の移転による国際貢
献を積極的に推進

等により環境分野の技術・ノウハウが多数蓄積

中国瀋陽市

交流・連携の深化

ＵＮＥＰとの連携
2005年より、川崎の環境対策の取組
の成果をアジアの各都市等と共有を
図るため 「アジア太平洋エコビジ

ＵＮＩＤＯとの連携
在京アフリカ大使館視察団（23大使
館・26名）や南米からの研修生等が、
川崎市内企業の環境技術を視察

友好都市中国瀋陽市と連携した取組
川崎市は環境省、国立環境研究所、国
連環境計画（ＵＮＥＰ）等と連携して、
友好都市中国瀋陽市の循環経済の発展図るため、「アジア太平洋エコビジ

ネスフォーラム」を川崎で開催
川崎市内企業の環境技術を視察 友好都市中国瀋陽市の循環経済の発展

に協力しています。

2013/7/24 ISAP2013 7

2013年度から運用開始

川崎メカニズム認証制度
Kawasaki Mechanism

全国自治体初の取組

右図の３つを基本コンセプトとして、市内事業者の優れた環境技術が、
川崎市域外で温室効果ガス排出削減に貢献する量（域外貢献量）を、
原料調達から廃棄・リサイクルまでの「ライフサイクル」の中で明らか
にし それを本市の制度として認証し適切に評価するしくみ

■ 域外貢献量の評価イメージ

崎市域内 ＜川崎市域外＞

にし、それを本市の制度として認証し適切に評価するしくみ

研究開発 増加量 削減量 使用

＜川崎市域内＞ ＜川崎市域外＞

△8

製造
廃事業性評価

■ 本市制度 の反映イメ ジ

＋2 △8
廃
棄

域外貢献量
△4

△2

事業性評価

■ 本市制度への反映イメージ

域外貢献を含め
25％以上削減

16.8％減少

域外貢献

市地球温暖化対策推進条例に基づく
報告書への反映

基準年度 2010年度 2010年度 目標年度
（1990年度） 域外貢献反映 （2020年度）

市地球温暖化対策推進計画に基づく
目標達成への反映
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「Waste to Energy技術」による低炭素都市形成支援事業

環境省「アジア低炭素社会実現のためのJCM大規模形成支援事業」

「Waste to Energy 技術」による低炭素都市形成支援事業
対象都市：
マレーシア国
ペナン州 （ペナン島+スブライプラン市）

分別回収システムから、Waste‐to‐
Energy技術の活用、最終処分量の減

事業概要

ペナン島 スブランプライ市

gy技術 活用、最終処分量 減

容化までの、一貫した廃棄物管理モ
デルを構築により、CO2排出量の削
減と環境改善を図る。 ペナン島

297 km2
2 区
741,300人

スブランプライ市
738 km2
3 区
868 500人

減と環境改善を図る。

741,300人 868,500人

熱帯性気候（4月～9月はモンスーン）
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「Waste to Energy技術」による低炭素都市形成支援事業

環境省「アジア低炭素社会実現のためのJCM大規模形成支援事業」

「Waste to Energy 技術」による低炭素都市形成支援事業
対象国：マレーシア国 ペナン州

事業内容

低炭素都市構築に向けた取り組み
① 人づくり① 人づくり
② 制度作り
③ MRV方法論づくり
④ 事業性評価

事業実施体制
地球環境センタ

④ 事業性評価

現地協力組織：
政府機関、企業及び研究機関
○ スプライプラン市 ペナン州政府

事業実施体制

連携・協働

地球環境センター

連携・協働による
実証事業 実施

○ スプライプラン市、ペナン州政府
○ University of Malaysia, 
○ Penang Institute 他

川崎市 IGES

実証事業の実施
JFEエンジ
ニアリング
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御清聴ありがとうございました御清聴ありがとうございました

2013/7/24 ISAP2013 11


