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City of Hamburg
 officially the Free and Hanseatic City of Hamburg
 second-largest city with a population of 1.8 million
 one of the 16 federal states
 port city situated at the river Elbe
 main economic sectors: port, media, banking, tourism
 ranked 18th in the world for livability in 2016
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http://www.clusterplattform.de/CLUSTE
R/Navigation/DE/Europa/europa.html

German-Japanese Public Utilities Symposium11 Sep 2018

（ハンブルグ市について）

ハンブルクのハンザ同盟都市。
人口180万人の、ドイツ第二の都市。
16ある連邦州の一つ。
Elbe川に位置する港町だ。
主要経済部門： 港貿易、メディア、金融業、観光業。
2016年には、世界で18番目に住みやすい街に選出された。



City of Hamburg
 HafenCity: inner-city extension (40% or 157ha); 6,000 apartments for 

approximately 14,000 residents additionally up to 45,000 workplaces
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https://www.globesession.com/wp-
content/uploads/2016/09/Hafencity-Hamburg-01.jpg

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=oEg%2bs67s&id=EEC03854250C3D9CFE7A253E
1274B309C3515208&thid=OIP.oEg-
s67sP_ZNYyMML63jbwHaE8&q=hafencity+hamburg&simid=608033518587415525&selectedIndex=1

http://www.azur.de/wp-content/uploads/2017/08/Cnard_-
Queen-Mary-2-meets-Elbphilharmonie-.jpg
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（ハンブルグ市について）

HafenCIty(ハーフェンシティ)： かつては港湾地区であり、再開発が行われ、
　内都市拡張(40%,157ha)された。約14,000人の住民のための6,000のアパートメント、
　そして45,000もの商業・事業所が存在する。



Stadtreinigung Hamburg
 Public company (owner FHH) since 1994
 Tasks: According to SRH act / state law 
 Waste management 
 Energy production and distribution 
 Cleaning (streets, sidewalks, parks …)
 Winter service and public toilettes 

 Financing: ~ 380 Mio. € / a from fees, refunds
(FHH) and other charges

 Employees: 2,974
 Vehicles: 886 (incl. 56 electric, hybrid and fuel-

cell drive)
 28 company sites (incl. subsidiaries) 
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（ハンブルグ清掃公社について）

1994年創業の、公共企業（オーナー：FHH）。
事業内容： SRH法、州法に規定されている。
・　ゴミ・マネジメント
・　創エネルギーと、その流通。
・　清掃業（道路、歩道、公園など）。
・　Winter service(積雪除去など)や、公共トイレの管理。

ファイナンス： ～380 MIo.€ / a from fees, refunds(FHH)
　 and other charges.
従業員・労働者： 2,974人
車両台数： 886台（56台が、EVもしくはハイブリッド車）

28社からなる、グループ会社である。



Waste management
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municipal/ public waste management
company

In competition: private or public
waste management company

Commercial waste

（ゴミ・マネジメントについて）

（商業廃棄物）

自治体 / ゴミ処理・管理公共企業 民間と公共のゴミ処理・管理企業における
競争状況にある 



Waste management
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Hamburg: Innovative and forward-thinking waste              
management 

 Separate collection and recycling: 
4-bin system: biowaste, paper, packaging and 
plastics, residuals from households

 Bring system for various fractions: 
e-waste, textiles, … (13 receipt stations, 
~1,000 public sites with containers) -
marketing structure for valuable materials

 Reuse:
3 secondhand shops „Stilbruch“ 
(furniture, books, cloths, e-devices, …)
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（ゴミ・マネジメントについて）

分別収集とリサイクリングの前提：
4-bin system: 生ゴミ・紙ゴミ・包装容器とプラスチック・
　家計からの残渣。
多様な機能を持ったシステムを採用している：
電化系廃棄物、繊維系ゴミ、、、（13の領収書センター、
　約1,000の公共ゴミ捨て場）→様々な廃棄物に対応
　した、マーケティング構造をもっている。
再利用：
”Stilbrush”：リサイクルショップの運営。３軒があり、
　家具・古本・古着・家電系を扱う。
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 Mandate: Long-term guarantee of safe disposal and 
contribution to energy transition in Hamburg
任務：　ハンブルクにおける、適切処理とエネルギー転換への
 　貢献を実行するとの、長期的な保証。



Waste to energy
Waste is not a “product”, but in the course of guaranteeing safe disposal, reducing volume of 
waste and damages to environment (pollutant sink), substituting fossil fuel, etc., it makes sense 
to use waste (substantially / energetically)

 Waste treatment (thermal / biological) in large plants with climate-friendly energy production 
and use of residual materials

 2nd largest energy producer in Hamburg
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Waste incineration plants Borsigstraße & Rugenberger Damm, compost and biogas plant Bützberg
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（ゴミから、エネルギーへ）

廃棄物は”製品”とは言えない。しかし、毒性を排除するための安全処理の保証、ゴミの減容化、土壌汚染等の
　環境への侵害、化石燃料の代替燃料として、などなど、、、
これらを考慮すると、廃棄物の実質的で精力的な活用方法の模索には妥当性がある。
大規模設備による廃棄物処理は、環境に優しい創エネルギーや残留物の活用として、
　熱利用・バイオ燃料の価値があると考えられる。

廃棄物処理による創エネルギーは、ハンブルグでは、2番目に大きなエネルギー創出方法である。



Waste to energy
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Natural gas

Mineral oil

Black coal

Brown 
coal

Nuclear energy

Renewable energy

Others

Reference: AGEB AG Energiebilanzen www.ag-energiebilanzen.de

Primary energy consumption in Germany (in 2016, in brackets 2015)
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（ゴミから、エネルギーへ）

ドイツの一次エネルギー消費について　（2016年度、カッコ内2015年度）



Waste to energy
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Primary energy consumption of renewable energy in Germany (in 2016)

Reference: AGEB AG Energiebilanzen www.ag-energiebilanzen.de

Solar energy
Wind energy
Hydropower

Geothermics
Biomass
Waste
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（ゴミから、エネルギーへ）

一次エネルギー消費における、再生可能エネルギーの活用について　（2016年度）



Waste to energy
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Reference: AGEB AG Energiebilanzen www.ag-energiebilanzen.de
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Primary energy consumption of renewable energy in Germany since 2000
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（ゴミから、エネルギーへ）

ドイツにおける、一次エネルギー消費における再生可能エネルギーの活用について　（2000年から）



Waste to energy
Different ways to recover energy – suitable process for each waste fraction
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Waste wood

Green waste

Biowaste („green bin“)
Waste from kitchen / 
Food waste

Residual waste

Bulky waste

Residuals from sorting 
plants (plastics etc.)

Leafs

…

Incineration 
Incineration process and plant technology 
are adapted to input material, e.g. waste 
incineration, wood incineration, RDF 
incineration, co-incineration or pellet 
incineration 

Fermentation
Processes and plant technology are 
adapted to input material, e.g. wet 
fermentation for kitchen / food waste or dry 
fermentation for “normal” biowaste

Other technologies in progress
e.g. gasification of leafs or wood

German-Japanese Public Utilities Symposium11 Sep 2018

（ゴミから、エネルギーへ）

多様な廃棄物の持続可能な処理方法について

（焼却）

（発酵）

（発展段階にある、他の技術）

焼却プロセスと、焼却プラントは廃棄物の種類に
　適合した技術により組み合わされる。
e.g. 廃棄物焼却、木材焼却、RDF焼却、共焼却、
　　ペレット焼却など。

発酵プロセスと、プラントは投入される素材の
　種類に適合した技術により組み合わされる。
e.g. キッチンから生じる生ゴミなどは湿性発酵、
　　通常のバイオ系廃棄物は乾性発酵。



Waste to energy (main fractions and treatment processes)
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Collection and
transport

Sorting and pre-
treatment

Recycling and
treatment Disposal Endproducts

Separate 
collection
(dry recyclables)

Residual waste

Biowaste and
green waste

Waste from
industry & trade Landfilling

Composting

M(B)A / MBS / 
MPS

Incineration
(waste or RDF 
incineration plant)

RecyclingProcessing dry 
recyclables

Processing to RDF
(Ersatzbrennstoff)

Processing to RDF
(Sekundärbrennstoff) 

Bio / green waste
Pretreatment? Fermentation / 

Composting

RDF Incineration
(power station)

Energetic usage
(e.g. cement plant)

Secondary raw
materials

Energy (heat, 
steam, 
electricity)

Energy (heat, 
electricity, 
biogas)

Energy (heat, 
steam, electricity)

Process energy
(heat, steam, 
electricity)

Compost
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（ゴミから、エネルギーへ）

収集と輸送 最終製品廃棄リサイクル処理分類と前処理



Climate protection

 Saved CO2 emissions in 2017
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Through waste separation
- 245,350 t

Through energy production
from waste separation
- 439,028 t
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（環境保護について）

CO2 排出削減量 （2017年度）

ゴミの分別を通じて、、、

ゴミの分別から生まれた
エネルギー生産量を通じて、、、



Climate protection
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 56 passenger cars with alternative drive (electric, hybrid, fuel cells)
 Till end 2018: 25 electric small transporters 
 Hybrid bulky waste truck with electric press
 Test of first fully electric waste truck (2 electric engines, 370kW, range of 200km)
 Test of electric cargo bikes for cleaning services

 Fuelled with electricty
generated from waste
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（環境保護について）

EV車、ハイブリッド車、燃料電池車を計56台所有している。

清掃サービス部門において、電動貨物自転車によるテストを実施した。
完全電気化された廃棄物トラックによるテストを実施した。（2つの電気エンジン搭載、37kW、200km走行距離）
ハイブリッド大型廃棄物トラック（電動プレス機付き）。
2018年末までに、25台の電気小型輸送車を所有する予定である。

EV車の燃料補給は、
ゴミ発電による充電。
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From 2011 to 2013, SRH examined waste treatment processes in order to increase 
resource efficiency in Hamburg. Objective:

• Increase recycling quota
• Efficient waste treatment combined with (flexible) energy generation
• Generation of storable energy

Resulting proposals:
- Sorting a part of the municipal solid waste          
 separate recyclable material              produce biogas and solid biofuel

- Installation of additional anaerobic digestion capacity for bio- and garden waste

- Thermal recycling of waste-derived biomass which is not yet used in any recycling 
process

Center for Resources and Energy
（資源とエネルギーを担う中枢機関より）

2011～2013年にかけて、SRHはハンブルクの資源効率を高めるために
　廃棄物処理プロセスを調査しました。
・　リサイクル処理の割当量を増やすこと。
・　廃棄物処理と組み合わせた、（柔軟な）創エネルギーの効率性検討。

・　まだリサイクルプロセスに組み込まれていない、バイオ関連の廃棄物から熱回収を実施すべき。

・　ガーデニング関連のバイオ廃棄物の為に、酵素による有機物分解・消化プロセスの導入を提案する。

・　自治体の固形廃棄物の一部を分別すると、、、
　　　→リサイクル可能な材料を選別できる。　　→バイオガスと固体バイオ燃料が生産できる。

調査結果・提案内容：

・　貯蔵可能なエネルギーの生成の検討。



 Processes: sorting, drying, fermentation, composting, energy production
 Area:  ~  40,000 m2

 Waste input in total: ~ 320,000 t/a
 Energy production:  60 MW thermal / 15 MW electrical
 Investment volume : 235 Mio. € (netto)
 New jobs:  ~ 100
 Initial operation:        approx. end of 2022
 Running time: more than 20 years
 Implementation:        ZRE GmbH  (SRH 100 %)
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Center for Resources and Energy
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（資源とエネルギーを担う中枢機関より）

面積
生成プロセス

～ 40,000 m2
選別、乾燥、発酵、堆肥化、エネルギー生産

導入される規格
稼働予定年数
稼働予定時期
新雇用の創出
投資額
エネルギー発電量
総廃棄物処理可能量

ZRE GmbH (SRH 100%)
20年以上
（予定では）2022年末
～ 100人
235 Mio. € (総額）
60MW thermal / 15MW electric
～ 320,000 t/a
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Quelle: Gottlieb Paludan Architects

Center for Resources and Energy
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（資源とエネルギーを担う中枢機関より）
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Thank you for your
kind attention

ようこそ
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