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１．地球を取り巻く水問題の現状 

（１）地球上の水資源 

水は全ての生命に必要不可欠な物質であり、人類社会にとって生活基盤を支える重要な

資源である。地球表面には約13.9億km3（一つの水玉に集めたと仮定すると直径が月の約半

分に匹敵）の水が存在する。 

しかし、そのほとんどは海水や氷河等、物性面や地理的な問題から人類が使用すること

が困難な水である。人類が利用可能な淡水源（浅地下水・河川水等）は0.001億km3（全体の

0.01%・家庭用お風呂一杯の水のうち大さじ1杯強に相当）に過ぎない。 

 

（図1-1 地球の水資源のバランスシート） 

 

 

（２）地球規模の水需要の増大 

一人当たりの水使用量は、生活水準の向上に伴って増加する。20世紀は、都市化・工業

化が進んだ100年であり、世界の水使用量は、人口増加率を遙かに凌駕する割合で増大して

きた。 

現在、世界で取水された水は、およそ農業用7、工業用2、生活用1の割合で使われている

が、今後も生活様式の変化や産業の発展に伴い、生活用、工業用の水需要は大きく伸びる

と考えられる。さらに人口増加により、全世界の取水量は、2025年には2000年と比べて約3

割増加すると見込まれている。特に人口増加の著しいアジアは、世界の全取水量の約6割を

占める。 
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（図1-2 地域別取水量の推移） 

 

 

（図1-3 世界の人口と世界の取水量の推移） 
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我が国では、これまでのところ水不足が顕在化しているとまでは言えないが、世界各地

から農産物を輸入することにより、その農産物の生産に要した灌漑用水を仮想水（バーチ

ャル・ウォーター）として輸入しているとの指摘もある。その量は年間800億m3（2005年環

境省推計）に達し、日本全体の年間水使用量834億m3（同年国土交通省水資源部推計）に匹

敵するほどであり、その意味において我が国も世界の水不足と無縁ではない。 

 

（３）水質の悪化 

人口の増加と経済活動の増加に伴い、水質汚染も深刻化しつつあり、「資源」としての

清浄な水は減尐してきている。 

为として発展途上国では、都市化の進展や生活様式の変化により生活用水の使用・排出

が増加する一方、下水処理への対応は遅れている。また、農業の近代化や生産量の増加に

伴い、水系に流出する肥料由来の栄養塩が増加し、これらが組み合わさって水域の富栄養

化も進んでいる。さらに、工業排水の増加も併せて、水質汚染が顕在化・深刻化しつつあ

る。 

特に中国における水質汚染の被害は甚大で、第9次五カ年計画において三河三湖を取組の

重点地域として指定して以来、その対象は拡大し続けており、河川水量の過半が飲料に適

さない水準まで汚染されているとも言われている。 

 

（図1-4 世界の为要河口における栄養塩（硝酸性窒素）の増加） 

       

（出典：UNEP Vital Water Graphics 2002） 
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（４）顕在化する水問題とその対応策 

水需要が増大する中で、資源として利用可能な水量は限られているだけでなく、水質の

悪化により減尐傾向にある。こうした水需給逼迫を背景に、①絶対量としての水の不足、

②水質の悪化、といった「量」と「質」の両面から水問題が顕在化している。 

世界が今後直面するこの水問題を解決するためには、現在为に行われている水へのアク

セス改善といった対策のみでは十分ではない。水資源の有効利用、下水の再生（利用）、

海水の淡水化等の各分野及びこれらのプロセスを省エネルギー化する「革新的な水循環シ

ステムの構築」が求められてくる。この水処理にかかる需給の隙間にビジネスチャンスが

介在している。 

具体的には、①上水、②造水、③工業用水・工業下水、④再利用水、⑤下水、⑥農業用

水、の分野において、地域における水処理ニーズに対応した水ビジネスが今後急速に拡大

すると考えられる。 

 

① 上水 

・取水能力／浄水能力の増強、施設の更新・拡張による供給量確保 

・水質が悪い原水からの上水製造（高度処理） 

・水道管等の漏水対策による上水の効率的な供給 

② 造水 

・淡水化技術により、海水や塩分濃度の高い原水からの上水製造 

・その他地域の原水の処理による造水 

③ 工業用水・工業下水 

・水の循環利用（効率的な水使用） 

・超純水製造技術による需要拡大 

・工業下水の処理 

④ 再利用水 

・下水の再生及びその有効利用 

⑤ 下水 

・下水道／処理場の整備、能力の増強、高度処理 

・汚泥の処理・処分、汚泥を活用した発電 

⑥ 農業用水 

・より水を使わない作物への転換・品種改良 

・省水化のための効率的な潅漑技術の開発・普及 
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２．国内外の水ビジネスの現状 

（１）世界の水ビジネス市場の見通し 

今後、中国、インドをはじめとした新興国及び東南アジアの国々において、人口の増加

や経済発展・工業化の進展に伴い、水処理に対する需要が急速に高まると見込まれている。 

以下において、現在及び将来の水ビジネス市場の見通しを、「地域別」・「事業分野別・

業務分野別」に分析することで、どの「地域」で、どのような「分野」にビジネスチャン

スがあるかについて概観する。 

＜地域別＞ 

地域別に見ると、南アジア、中東・北アフリカが、年間10％以上の市場の成長が見込まれる。

また、市場規模の観点からは、東アジア・大洋州が、北米・西欧の市場を今後20年の間に抜き

去り、世界最大になる。 

国別には、中国、サウジアラビア、インドが、市場規模及び市場の成長率の両面から見て注

目される。 

 

（図2-1 世界水ビジネス市場の地域別成長見通し） 

 
 

＜事業分野別・業務分野別＞ 

事業分野を、①上水、②海水淡水化、③工業用水・工業下水、④再利用水、⑤下水、の5

分野に分類し、それぞれの事業分野について、業務分野として（イ）素材供給・建設、（ロ）

運営・管理サービス、の2分野に分割し、2007年と2025年の市場規模を算出すると「図2-2」

のとおりとなる。 

水ビジネス市場は、2007年の約36兆円規模から、2025年には約87兆円に成長すると予想

される。事業分野毎には、運営・管理サービス業務と素材供給・建設業務はおよそ同程度

の市場規模が見込まれる。 

特に、ボリュームゾーン（市場の太宗を占める）は上下水道分野。この分野は、2007年



 

- 6 - 

 

には市場全体の約90%に当たる32兆円の市場規模であるのに対し、2025年には市場全体の約

85%にあたる74.3兆円の市場が見込まれている。また、規模こそ小さいが、海水淡水化、工

業用水・工業下水、再利用水はいずれも今後急速に市場が成長する分野として注目される

（2025年には2007年の約3倍）。 

 

（図2-2 世界水ビジネス市場の事業分野別・業務分野別成長見通し） 

 

 

＜民営化された市場＞ 

一般に、上下水道事業は、公の秩序及び安全保障にかかわるものとして、国や地方公共

団体が自ら行うケースが多い。水は人間の生命維持に不可欠なものであると同時に、国民

生活に不可欠なライフラインの一部を構成するため、安定供給や安全性に配慮する必要が

あるためである。 

他方、近年のインフラ分野におけるPPP（Public Private Partnership「官民パートナー

シップ」）の進展に伴い、水処理の分野における民間活力導入への期待は大きく、今後、

民営化された市場の成長率は年間8.4％と、市場全体の成長率である4.7％を遙かに凌ぐ成

長が見込まれている。 

 

（２）国内外の企業の現状 

国際的に企業が参入可能とされる世界の民営化された水市場は、給水人口ベースで見る

と、1999年の 3.5億人から 2009年には 8億人に拡大している。ただし、その市場におけ

るプレーヤーを詳細に見ると、欧州为要企業が占める割合は 2001年の 7割をピークに減尐

の方向（約半減；2001年：73%、2009年：34%）に転じている。これは、水事業の太宗にお

いて、企業が技術等を通じて差別化を図ることが難しくなってきていることが要因である

下水 
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と考えられる。こうした中で、近年はシンガポール、韓国等の新興国企業や現地の企業に

よる事業の受注が増加している。 

（図2-3 世界の民営化市場と同市場に占める为要各社のシェア） 

 

 

①水メジャーの動向・強みの分析 

＜現状＞ 

現在、一社で 1億人規模の給水を担っているのは、スエズ（仏）、ヴェオリア（仏）

の 2社。 

ただし、両社とも売上の 7割以上はフランスを含めた欧州域内に依拠している。 

（参考）（2008年、スエズ社売上：0.8兆円、ヴェオリア社売上：約 1.6兆円） 

 

＜強み＞ 

これらの企業は、上下水道事業を含むあらゆる水処理事業に参入しているが、特に技

術的優位性があるとは認められない。むしろ、民間企業として、大規模かつ長期にわた

る事業経験や意志決定の早さが強みとしてあげられる。また、設計・調達・建設（EPC）

から運営・管理までの事業を一貫して元請け可能なマネジメント力、長期にわたる事業

のリスク管理能力、さらには大規模案件に自らリスクマネーを投資する資本力を有する

ことも強みとしてあげられる。 

上記の他、水メジャーは社員及び OB等を水道コンサルタントとして有効活用し、相手

国（必要に応じて公的機関）に派遣し、相手国がマスタープランを策定する等の事業の

初期段階から関与し、自社の事業実績を最大限活用可能な提案を行っている。 
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（図 2-4 スエズ、ヴェオリアの概要） 

 

 

（コラム）水メジャーを創出したフランス国内制度 

ⅰ）自由度の高い契約制度 

フランスでは、コンセッション契約1やアフェルマージュ契約2など、広範にわたる事業

の包括的な民間委託により、収支採算リスクを民間に移転し、その受託企業が一体的に

サービスを提供している。 

また、両契約の特徴としては、委託内容が定型化されていないことがあげられる。例

えば、地方公共団体のニーズに応じ出資の一部を契約の中に組み込ませることが可能と

なっており、受託する企業の創意工夫が働く契約環境となっている。 

 

ⅱ）柔軟な公務員制度 

フランスでは、コンセッション契約やアフェルマージュ契約の受託企業に対し、公務

員の身分を保持したままの出向や休職が可能となっている。この制度を通じ、コンセッ

ション契約やアフェルマージュ契約のスムーズな導入や、ノウハウのスムーズな移転が

可能となっている。 

 

ⅲ）民間資金の活用に裏打ちされた競争力ある投資案件の組成 

フランスでは通常、事業費の2～3割はフランス政府（水管理局）からの低利融資（又

は補助金）を用い、残りの額を市中の金融機関により調達している。 

これまで地方公共団体向けに低利融資を行っていた金融機関は、既に民営化されてお

                                         
1 コンセッション契約：事業の実施契約を民間企業に委譲して、施設設備の建設から運営まで一括して民間に任せる契約。 
2 アフェルマージュ契約：公共が整備した施設、設備を民間に長期リースして運営を委託。 
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り、現在では、地方公共団体が資金を調達する場合は自己の責任で調達先を選択する

形となっている。このため、契約内容等も民間資金の活用を前提としている。 

 

②海外新興国の動向（シンガポール・韓国・スペイン） 

ⅰ）シンガポール 

1964年、水資源を一括管理する公益事業庁（PUB）を設立。2004年にウォーターハブ

を設置し、国内外からの研究開発機関を集積するとともに、国内の上下水供給施設の運

営・管理をハイフラックス社等に委託。同委託事業の事業実績を活かし、近年は、中国

や中東・北アフリカ地域でのビジネスを急速に拡大している。（2008年ハイフラック

ス社売上：約 360億円） 

 

（図 2-5 シンガポール政府とハイフラックス社の取組） 

 
 

ⅱ）韓国 

2000年代に入り、政府が水分野の長期的な研究開発プロジェクトを集中して実施。

为要水関連企業である斗山（Doosan）社は、海水淡水化プラント建設・運営等の造水事

業の分野で中東や北アフリカへ積極的に進出している。（2008年売上…斗山社：約 27

億円） 
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（図2-6 韓国政府と斗山社の取組） 

 
 

ⅲ）スペイン 

  スペインは、1995・1996年と続いた干ばつを契機に外国からの投資を促進し、より多

くの民間事業者の参加に向けた市場開放を進めるため、1997年から国内の水ビジネス市

場の開放を検討。1999年には、スペイン国会の環境委員会において、水源保護のための

立法を実現。これにより、政府が必要なセクターに水を再分配する「ウォーターバンク」

の設立や、海水淡水化や再利用水活用に関する新たな規制が設けられた。 

水ビジネスへの民間事業者の参加は、フランコ政権下においては規制されていたもの

の、1976年以降、民間事業者の参加率は徐々に高まりを見せるようになった。2010年ま

でには、全供給契約の75％が民間事業者により運営される見込み。 

 

③我が国企業の動向 

＜現状＞ 

我が国民間企業は、「部材・部品・機器製造」では水処理機器メーカーが、「装置設

計・組立・建設」ではエンジニアリング企業が、「事業運営・保守・管理」では商社等

が分野毎に分かれて参画している。 

また、これまで海外市場のプロジェクトにおいては、水メジャー等がプライム・コン

トラクターとなり事業権を獲得し、我が国企業は、出資としての参加や、サブ・コント

ラクターとしての機器納入やEPCが为体となっている。 

 

＜強み＞ 

我が国水ビジネス関連産業の強みは、海水淡水化等に用いる水処理膜の分野をはじめ、

特殊な産業用途向けの超純水製造、ポンプ、配管等の分野に競争力のある技術を有する
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ことなどがあげられる。また、耐震技術、漏水防止に関連する技術、下水再生利用等の

「省水」の分野においても高度な技術を有する。（海水淡水化に不可欠とされるRO膜で

は、我が国企業の世界市場におけるシェアが約5割） 

 

（図2-7 世界市場におけるＲＯ膜のシェア） 

 
 

＜弱み＞ 

一方、弱みは、我が国の水事業が長らく公営事業として実施されてきたため、我が国

企業には、海外事業案件の入札に際し必要とされる程度（給水量・給水人口、年数）の

水事業の運営・管理にかかる経験がないことがあげられる。また、従来公共事業を中心

に原価为義で事業を行ってきた企業の、顧客ニーズに応えつつ国際的に競争力のある価

格を提示するための低コスト化も課題となっている。 

 

（コラム）海外に進出した我が国電力事業者との比較 

ⅰ）海外進出の契機・進出方法 

1970年代後半より世界的にIPP（Independent Power Project「独立発電事業」）市場

が拡大する中で、我が国からは1980年代中頃より商社が中心となり、IPP事業への参入が

始まった。具体的には、IPPのEPCコントラクターという形で参入し、その後、IPP事業本

体に進出している。 

他方、電力会社は、1990年代から始まる世界的な電力自由化や国内市場の需要飽和の

下、収益基盤の拡大等を目的として、1990年代後半からコンサルティング事業を皮切り

にIPP事業へ本格的に参入を開始した。現在ではIWPP（Independent Water and Power 

Project「電力・水販売事業」）にも参画している。 

水の分野では、1990年代の民営化の潮流や、新興国の水需要増大に伴う市場規模の拡

大に対応して、商社が海外に合弁会社を設立すること等により上下水道事業に参加を開

始して現在に至っているほか、エンジニアリング会社はプラント納入、機器メーカーは

ろ過膜やポンプ等の機器納入を通じ市場に参入している。 

ⅱ）業種比較からの気づき 

一方、電力会社がIPPに参入する上での強みは事業内容が国内のそれとほぼ同じであ

り、計画・発注・事業運営・保守・管理といった国内事業での知見がそのまま活用でき
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る点である。技術面では、水処理の場合、電力事業におけるタービンのようなキープロ

ダクトが必ずしも明確でなく、その価格も住民の負担力に応じて決まるところがあり（コ

ストと価格の相関が電力と比較して相対的に低い）、技術が差別化要因になりにくい。 

また、我が国企業が参加しているIPPの場合でも日本製の機器のみを使っているプラン

トはなく、性能と価格の両面でその国で必要とされているものを供給している。 

また、JBICのファイナンス、NEXIの貿易保険をはじめとした日本政府の支援について

は、IPP、上下水道事業のいずれの分野においても我が国企業が海外事業に進出可能な場

合の有用なツールとなっている。 

ただし、上下水道事業は、電力事業に比べプロジェクトの規模（プロジェクトの総費

用）が小さいことに加え、契約相手が地方公共団体であることや、長期契約における支

払料金が現地通貨建であることが多く、JBIC／NEXIの制度が活用できないケースがあり、

ファイナンス力等の参入障壁が低いローカル企業との差別化として優位に機能しにく

い。 
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３．日本が狙うべき分野と目指すべき姿 

（１）優先して取り組むべき事業分野 

①市場を踏まえた事業分野の特定 

市場の特徴を踏まえ、目指すべき姿を以下の2つに分類する。 

ⅰ）ボリュームゾーンへの対応： 

「伝統的な上下水道分野（2007年：市場全体の約90% 32兆円、2025年：市場全体の

約85% 74.3兆円）」 

 

ⅱ）成長ゾーンへの対応： 

「日本が優位な水循環技術の活用が求められる分野、即ち、再利用水、海水淡水化、

工業用水・工業排水分野等（2007年：市場全体の約10% 4.2兆円、2025年：市場全体の

約15% 12.2兆円）」 

 

（図3-1 優先して取り組む事業分野） 

 

 

 

 

 

②ボリュームゾーン・成長ゾーンに共通する目指すべき姿 

○ 水事業においては、「運営・管理サービス」、「設計・建設」、「機器」の分類で

バリューチェーンを見た場合、「運営・管理サービス」の部分が最も大きなウェイト

を占める。 

○ 今後水事業への参加を拡大し、より高い収益をあげていく観点からは、事業のリス

クを適切に判断し、プライム・コントラクターとして事業権を確保するとともに、「運

ボリュームゾーン
「伝統的な上下水分野」

成長ゾーン
「日本が優位な水循環技術の活用が求められる分野」
（再利用水、海水淡水化、工業用水・工業下水）

2007年：市場全体の約90%     32兆円 

2025年：市場全体の約85%   74.3兆円 

2007年：市場全体の約10%    4.2兆円 

2025年：市場全体の約15%   12.2兆円 
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営・管理」に为体的な関与を行うなど、プロジェクトを一貫して行うことが可能な企

業を育成・創出することが求められる。これにより、将来のメンテナンス、更新、部

材の供給等の需要に際しても有利な条件で対応することが可能となる。 

○ 特に事業の実施にあたっては、無収水率が比較的小さい現地政府・企業に対する造

水事業等から参入し、成果を積み上げていくべきである。 

 

③成長ゾーンにおいて目指すべき姿 

○ 将来的な水処理にかかるニーズに対応したコア技術を握り、これらの技術について

ライフサイクルの観点から従来型の技術と比較して遜色ないコストを実現し、その市

場への展開を進めていくこと。 

 

④ボリュームゾーンにおいて目指すべき姿 

○ EPCの分野においてもボリュームゾーンを確保可能なコスト競争力をつける（海外へ

の生産拠点の移転等）こと。（特に長期的な事業リスクが大きい場合にリスクを最小

限にしつつEPCの分野で利益を得ていく） 

 

（図3-2 水ビジネスのバリューチェーン） 

 
 

（２）優先して取り組むべき国・地域の特定 

①市場の特定 

今後の市場の成長率に着目すれば、南アジア、中東・北アフリカの成長は顕著であり、

我が国が官民あげて取り組むべき重要な地域となっている。その中でも特に、中国、サ

ウジアラビア、インドは市場規模と市場の成長率の両面から我が国として戦略的に取り

組むべき国である。また、日本は2007年度において原油の99.6％を海外からの輸入に依
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存しており、輸入先も中東地域が大半（中東依存度は86.7％）を占めている状況を踏ま

えると、資源確保戦略との連携も重要と考えられる。また、これまでの経済関係やODA

等の政策ツールの有効活用が可能なASEANも重要な地域である。 

 

②为要な各市場の特徴 

ｉ）中国 

＜水需給の逼迫＞ 

中国は、全世界の人口の2割（13.5億人）を擁する一方で、地球上の6％の水源しか持

たない。GWM(Global Water Market 2008)によれば、中国では農業用水の高効率化によ

り、工業用水・生活用水の上昇分が相殺されるように需要見通しがたてられているが、

収入増加による生活水準の向上に伴い水需給の抑制は困難な見込み。  

特に、北京を含む中国東北部における水の需給状況が深刻となっており、これまでの

30年で地下水源が200メートル下がり、水源の水質悪化も懸念される。 

このような状況に対応して、中国政府は、南水北調、再利用水や海水淡水化の割合を

高めるととともに、表層水への依存度を低減することを通じ、加速化する水の需給逼迫

に対応することとしている。 

 

（図3-3 2016年までの中国の水需要） 

 
 

＜世界最大のマーケット＞ 

中国の水ビジネス市場は、人口増加・経済成長を背景に全事業分野・全業務分野での

成長が見込まれる。2025年には世界の水ビジネス市場の約15％（12.4兆円）を占める世

界最大の市場へと成長を遂げる見込み。特に上下水分野はこの20年で約4倍に増加する。

また、市場全体の拡大に伴い、民間が参加可能な市場規模も急成長を遂げ、全支出額に

占める民間分の割合も高まっていく。 

中国内では、環境問題への関心が高まっているとともに、水需要の急激な増大に対応

して、下水や工業用水の再利用率向上も大きな課題となっている。このため、今後数十



 

- 16 - 

 

年にわたり、下水分野への設備投資額は上水分野と比較して务らない規模の投資額が必

要になるとも言われている。 

また、第11次五カ年計画（2006-2010）では、都市部の下水普及率を90％に引き上げる

べく総額約2.8兆円の投資を決定しており、引き続き第12次五カ年計画に引き継がれる見

込み。 

中国における水ビジネスでは、外国企業が持つ水関連技術とその投資には関心が示さ

れているが、同時に国内産業の育成（現地生産率向上）にも努めている点が注目される。 

 

（図3-4 中国の水ビジネス市場の事業分野別成長見通し） 

 

 

＜活躍する外国企業＞ 

中国で活躍する外国資本の水関連企業をみると、市場で大きな存在を示すヴェオリア

は、上海市浦東地区、深セン市、天津市他の大都市において、自治体水道局（自来水公

司）に資本参画し、長期のコンセッションビジネスに取り組んでいる。スエズも同様に

重慶市、常熟市にてコンセッションビジネスに取り組んでいる一方、工業団地等にも事

業展開している。また、ダウは現地の膜会社を買収し、中国で圧倒的な需要を持つUF（限

外ろ過）膜市場に参入することで、他の企業が追随できない地位を確立している。 

 

ⅱ）ASEAN5カ国（インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピン） 

ASEAN5カ国の水ビジネス市場が世界に占める割合は中国などと比較して小さいもの

の、ODA等の政策ツールを有効活用することで、日本がより優位な条件で進出できる可

能性がある。 

 

○インドネシア 

インドネシアは、大規模案件の民営化の経験があるものの、度重なる調停提訴や契

約再交渉により、民間投資家の魅力が減退している。ASEAN5カ国の中で、マレーシア

（出典）Water Market China 2009 
（注）1ドル＝100円換算、四捨五入の関係上合計は必ずしも一致しない。

（上段：2025年･･･合計2.4兆円、 下段：2007年･･･合計3.1兆円）

素材・部材供給
コンサル・建設・

設計

管理・
運営サービス

合計

上水 ４．９兆円
（１．１兆円）

１．８兆円
（０．６兆円）

６．７兆円
（１．７兆円）

工業用水・
工業下水

０．３兆円
（０．１兆円）

０．５兆円
（０．１兆円）

０．８兆円
（０．２兆円）

下水（処理） ３．８兆円
（０．８兆円）

１．０兆円
（０．２兆円）

４．８兆円
（１．０兆円）

合計 ９．０兆円
（２．０兆円）

３．４兆円
（０．８兆円）

１２．４兆円
（３．１兆円）

業務分野

事業分野

（上段：2025年･･･合計12．4兆円、 下段：2009年･･･合計3．1兆円）  
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に次ぐ市場規模を有するが、外国企業から見たビジネスチャンスは不透明となってい

る。 

上水分野については、PDAMと呼ばれる地方水供給会社（地方政府100%出資）が供給

を担当しており、中央政府は概括的な水政策決定、地方公共団体への技術支援を担当

している。現在PDAMの利用率は35%に留まっており、人口の多数（1.5億人)は井戸水を

利用している。 

下水分野については、公の組織がなく、設備投資計画や法規制が十分には整備され

ていない。上水分野、工業用水・工業下水分野に比較して、下水分野の市場ボリュー

ムは小さい。 

 

（図3-5 インドネシアの水ビジネス市場の事業分野別成長見通し） 

 
○タイ 

タイは、政府のインフラ整備指針が公表されており、海外のEPC企業にとり最も

魅力的な市場の一つとなっている。アジア域内において、政府部門が国内インフラ

投資額の拡大を計画している唯一の国でもある。 

上水分野で、タイの水道供給サービスは、バンコクを担うMWA（Metropolitan 

Waterworks Authority）と首都以外の全土を担うPWA（Provincial Waterworks 

Authority）の2公社により行われている。下水分野については、勅令によりバンコ

ク市内を担う下水排水処理庁が設立されているものの、一部工業排水については河

川・運河に放流している状況となっている。  

 

（図3-6 タイの水ビジネス市場の事業分野別成長見通し） 

 
 

○ベトナム 

ベトナムは、都市人口が急激に増加するとともに輸出为導型の経済発展を遂げて

おり、上下水分野に対するニーズは大きい。一方で、サービス提供は地方公共団体

上段：2025年、下段：2007年 

素材・部材供給・コンサ

ル・建設・設計 
管理・運営サービス 合 計 

１，０３５億円 

（３０１億円） 

７３８億円 

（３９０億円） 

１，８３２億円 

（６９０億円） 

 

上段：2025年、下段：2007年 

素材・部材供給・コンサ

ル・建設・設計 
管理・運営サービス 合 計 

４１８億円 

（１２８億円） 

４９１億円 

（２３３億円） 

９０７億円 

（３６１億円） 
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関与の下で行われるため効率が悪く、また、政府からの発注についても外国企業に

対し厳しい条件を付す傾向にある。 

また、南部地域を中心に工業化が著しいため、機器メーカーにとっては大きな市

場となりうる。 

上水分野については、都市の給水システムは人口増を賄いきれず、都市人口の半

数は井戸水・雨水等を利用している。水道の行き届かない地域では、全国に数千存

在する小規模の事業者が水供給を担っている。下水分野については、3都市（ハノイ、

ハイフォン、ダナン）は下水道公社、その他7都市及びその周辺地域は地方公共団体

により下水処理事業が運営されている。2020年までに都市部の下水普及率を80-90％

まで高めるとの政府目標もあり、下水分野への投資が急拡大すると見込まれている。 

 

（図3-7 ベトナムの水ビジネス市場の事業分野別成長見通し） 

 
○マレーシア 

マレーシアは、2005年までに13の州政府で所管されていた上水分野を、中央の公

共事業省に集約一元化した。下水分野については、住宅省傘下の下水サービス部門

が一元的に所管している。長期的には、水の効率的利用・水源確保のため、上下水

政策・政策機関の統合が図られるとみられている。同国は、東南アジア5カ国の中で

最大の市場規模となっている。 

 

（図3-8 マレーシアの水ビジネス市場の事業分野別成長見通し） 

 
○フィリピン 

上水分野については、1997年にマニラ市内の上下水道サービスが東西に二分され

民営化された。その他の小都市・農村では農村上下水道協会を通じサービスが提供

されている。下水分野については、未処理生活水、工業排水、農業排水が水質汚染

の温床となっているが、水浄化法が制定されたことにより、全ての大都市に下水整

備が義務づけられた。  

上段：2025年、下段：2007年 

素材・部材供給・コンサ

ル・建設・設計 
管理・運営サービス 合 計 

４０２億円 

（８８億円） 

１５９億円 

（８５億円） 

５６１億円 

（１７３億円） 

 

上段：2025年、下段：2007年 

素材・部材供給・コンサ

ル・建設・設計 
管理・運営サービス 合 計 

１，１７８億円 

（３３６億円） 

１，３３７億円 

（８９５億円） 

２，５１６億円 

（１２３０億円） 
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（図3-9 フィリピンの水ビジネス市場の事業分野別成長見通し） 

 
ⅲ）インド 

＜需給状況等＞ 

インドは、全世界の16％の人口（11億人）を擁する一方、地球上の4％の水源しか持た

ない。上水の普及率は70％に対し、下水の普及率は28-30％となっている。高い経済成長

率（8％）に牽引され、水ビジネス市場の成長も確実視されており、さらに、生産性の向

上率（10.4％）に対応して、各分野において、水管理へのニーズが拡大すると見込まれ

る。分野別では生活用水分野の伸び（18％）の見通しが著しい。（産業用：8.5％、上水

（市営）：6.5％）  

 

＜マーケットの特徴＞ 

インドは高い水ビジネス市場の成長率が期待される一方、市場の参入には高い障壁が 

ある。  

市場は、非常に脆弱であり、わずかな为要プレーヤーと大部分は中小・零細により構

成されている。また、産業部門での水事業の成功は、最終需要者の事業の成否の影響を

強く受ける。  

インドでは、憲法により国又は州政府にそれぞれ水に関する法的権限が付与されてい

るが、基本は州政府に属している。これらの規制に重複、役割分担の不明確さ、水資源

の配分等に関する地域間の紛争等が関連し、市場の予見性を低くしている。 

 

（図3-10 インドの水ビジネス市場の事業分野別成長見通し）  

 

上段：2025年、下段：2007年 

素材・部材供給・コンサ

ル・建設・設計 
管理・運営サービス 合 計 

６９７億円 

（１９３億円） 

４４８億円 

（２４４億円） 

１，１４５億円 

（４３７億円） 

 

（出典）Global Water Market 2008、（注）1ドル＝100円換算

（上段：2025年･･･合計1.1兆円、 下段：2007年･･･合計0.3兆円）

素材・部材供給
コンサル・建設・

設計

管理・
運営サービス

合計

上水 ０．２兆円
（０．０５兆円）

０．７兆円
（０．１兆円）

０．９兆円
（０．２兆円）

工業用水・
工業下水

０．１兆円
（０．０３兆円）

０．１兆円
（０．０４兆円）

０．２兆円
（０．１兆円）

下水（処理） ０．０２兆円
（０．０１兆円）

０．０１兆円
（０．０１兆円）

０．０３兆円
（０．０２兆円）

合計 ０．３兆円
（０．１兆円）

０．８兆円
（０．２兆円）

１．１兆円
（０．３兆円）

業務分野

事業分野
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ⅳ）中東・北アフリカ 

中東・北アフリカ諸国は、世界平均に比べ水の一人当たりの利用可能量は5分の１とな

っている一方で、一人当たり使用量は世界平均よりも12％多い。これは、低い水道料金

により消費抑制が進まず、非効率な水消費を抑制するインセンティブが働かないためと

考えられる。 

中東・北アフリカ諸国における水ビジネス市場は、下水処理分野・O&M（運営・管理）

業務を中心に成長する見込み。また、今後は、80年代以降に建設された海水淡水化プラ

ントの代替需要もある。特に上下水分野への投資が見込まれる国は、サウジアラビアと

アラブ首長国連邦（UAE）。 

 

（図3-11 中東の水ビジネス市場の事業分野別成長見通し） 

 
 

（図3-12 サウジアラビアとＵＡＥの概況） 

 

（出典）Water Market Middle East 2010、（注）1ドル＝100円換算

（上段：2025年･･･合計7.3兆円、 下段：2007年･･･合計3.1兆円）

素材・部材供給
コンサル・建設・

設計

管理・
運営サービス

合計

上水 １．３兆円
（０．７兆円）

２．３兆円
（０．９兆円）

４．５兆円
（２．５兆円）

海水淡水化 １．１兆円
（０．９兆円）

下水（処理） ２．１兆円
（０．５兆円）

０．７兆円
（０．１兆円）

２．８兆円
（０．６兆円）

合計 ４．３兆円
（２．１兆円）

３．０兆円
（１．０兆円）

７．３兆円
（３．１兆円）

業務分野

事業分野

【主な取組】
・農業用水の削減
・生活用水供給量の増加
・水需要のコントロール
・水道料金改定
・新都市建設への対応
・公的機関の機能向上

＜国の概況＞
人口：2,473万人、人口増加率：2.3％／年、2025年人口予測：3,480万人
一人当たりGDP：US＄15,255 GDP成長率3.5％

＜関係省庁・機関＞

水電力省、海水淡水化公社（SWCC)、水電力公社（SWC)、
水公社（NWC) 他

＜水の需給状況＞
・供給面： ３２．２ Ｋｍ３

地下水の汲み上げ･･･ ２４．４ Ｋｍ３（７５％）
地下水・表層水の再利用･･･ ４．４ Ｋｍ３（１４％）
海水淡水化等･･･ ３．４ Ｋｍ３（１１％）

・需要面： ２３．７ Ｋｍ３
農業用水･･･２０．８ Ｋｍ３（８８％）
工業用水･･･ ０．７ Ｋｍ３（ ３％）
生活用水･･･ ２．１ Ｋｍ３（ ９％）

サウジアラビア

【主な取組（アブダビ） 】
・急成長を遂げる水需要への対応
－都市人口は２０３０年まで７年ごとに５０％増
－需給状況を踏まえれば、２０１２／１３年までに新規の
ＩＷＰＰを建設する必要あり。

・水需要量を持続可能なものへ
・８０％の水供給を支える地下水源の保護

＜国の概況＞
人口：438万人、人口増加率：3.1％／年、2025年人口予測：630万人
一人当たりGDP：US＄43,709 GDP成長率7.7％

＜関係省庁・機関（アブダビ）＞
水電力庁（ＡＤＷＥＡ）、水電力公社（ＡＤＷＥＣ)、下水公社（ＡＤＳＳＣ）他

＜水の需給状況（アブダビ）＞
・供給面：
塩気のある地下水･･･ ７１％
海水淡水化等･･･ ２４％
下水処理水･･･ ５％

・需要面： ３．１ Ｋｍ３
農業用水･･･ １．７ Ｋｍ３（５６％）
工業用水･･･ ０．１ Ｋｍ３（ ２％）
生活用水･･･ ０．７ Ｋｍ３（２３％）
他（森林）･･･ ０．６ Ｋｍ３（１９％）

アラブ首長国連邦（UAE)

（出典）Water Market Middle East 2010
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４．我が国水関連産業の成長の道筋と行動計画 

（１）日本が直面する課題 

我が国の水関連産業は、「部材・部品・機器製造分野」、「装置設計・組立・建設分

野」、「運営・保守・管理分野」において、多数の企業が存在し、それぞれの分野毎に個

別に事業を展開しており、分野の垣根を越えて横断的に事業を展開する企業は尐ない。 

一方、水メジャーは、装置設計・組立・建設から運営・管理までを自社単独で一貫し

て元請けするサービスを提供している。こうした水メジャーは、自国における水事業の運

営・管理を通じ、安定した財務基盤を有している。その上で、相手国の規格、水源や水利

用の実情に応じた最適かつ低コストな技術を利用するとともに、料金体系を構築し、長期

にわたる事業を管理・実施する強みを有する。特に、相手国政府が水処理に関するマスタ

ープランを策定する段階から人材を派遣する等により深く関与し、自社に有利な技術の採

用や入札条件を設定しているのに対し、我が国企業は为として部材・部品・機器の納入や

装置設計・組立・建設といったサブ・コントラクターとしての参画にとどまっている。 

海外市場において水ビジネスを展開するためには、こうした相手国が求めるニーズを

踏まえた提案力、水源から蛇口までの各プロセスの機器・システムをトータルコーディネ

ートし、マネージする力が求められるが、我が国は上下水道施設の運営・管理事業が長ら

く公営事業として実施されてきたため、その技術やノウハウは地方公共団体に蓄積されて

いる。また、国内水事業については、上下水道設備の改修・更新需要の増加などから、こ

れまで国内水事業を担ってきた地方公共団体の将来的な財政負担の増大が懸念されてい

るものの、民間活力の導入に向けたインセンティブの不足等を背景として、国内水事業の

広域連携や包括的民間委託に向けた取組は進んでいない。 

 

（図4-1 今後の水道施設の改築・更新需要の見通し） 

 

出典：厚生労働省健康局水道課 

「水道ビジョンフォローアップ検討会資料」 
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こうした状況から、我が国企業は、装置設計・組立・建設から運営・管理までの一貫

したサービス提供が求められる海外市場において、プロジェクトの受注を通じた運営・管

理実績の蓄積が進まず、単独企業では入札事前資格審査を通過できない。また、同審査の

通過ができないことから、さらに運営・管理の実績を積む機会を得られないという悪循環

を招いている。また、一般的に水関連事業は、収入が現地通貨となり、事業契約期間が長

期に亘るため為替リスクが大きいこと、契約相手が相手国の地方政府となり、契約不履行

時のリスク管理が困難であることなど、企業単体では解決できない問題が存在することに

加え、採算性の問題等から、リスクを取って中核を担うプレーヤー及びインテグレーター

が育ちにくい特徴がある。 

他方、部材・部品・機器製造分野においては、海水淡水化に用いる水処理膜をはじめ、

特殊な産業用途向けの超純水製造装置、ポンプ等の水処理機器のほか、環境・省エネの分

野では、汚泥・廃棄物の再資源化、有用金属回収等の優れた技術を有している。水は地産

地消が原則であり、それぞれの地域における限られた水資源を有効に活用するという観点

から、こうした我が国企業の水処理機器・技術が貢献できるポテンシャルは大きいと考え

られる。一方、新興国企業の台頭により、我が国企業がこれまで優位であった技術であっ

ても厳しい国際競争にもさらされている。 

 

（２）我が国水関連産業の成長の道筋 

我が国企業が海外において水事業の事業権を確保できない短期的な要因は、十分な水

事業の運営・管理実績を有しないため、入札事前資格審査を通過できないことにある。 

我が国企業はこれまでも、商社を中心として、単独企業で入札事前資格を有する海外

企業と現地に合弁会社を設立し、海外企業が有する運営・管理実績の自社への移転を目指

してきたが、単なる出資での関与の場合、事業経営への参画には限界があり、その後の案

件受注に際し、自社単独で入札事前資格審査を通過するまでには至っていない。 

また、事業運営・管理の実績が十分でなく、高コスト構造である我が国企業が、単に

企業群を形成して海外の水事業に参入しようとする取組は、場合によってはさらにプロジ

ェクトの受注の可能性を低減させるおそれがある。したがって、まずは、入札事前資格審

査を満たす海外企業又は地方公共団体等と協力する形態を基本として海外市場に参入し、

我が国企業が運営・管理の実績を蓄積させる取組が有効かつ必要である。 

我が国企業に運営・管理の実績を蓄積する为なアプローチとしては、以下の3つのケー

スが想定される。 

 

① 国内企業と入札事前資格審査を満たす海外企業が共同して、現地に事業会社を設立し、

事業の運営・管理への質的な関与を深めて、その実績を蓄積した上で、現地又は第 3

国の市場に進出するケース 
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（図4-2 国内企業と海外企業が共同して、現地に事業会社を設立するケース） 

 

 

② 国内企業が水事業の運営・管理を営む海外企業を買収し、事業運営・管理実績を得た

上で、現地又は第 3国の市場に進出するケース 

 

（図4-3 国内企業が海外企業を買収するケース） 

 

 

③ 国内企業と地方公共団体等が共同事業会社（第三セクター等）を設立し、国内におい

て包括的な民営化事業を受託し、事業運営・管理実績を蓄積した上で、海外市場に進

出するケース 

 

（図4-4 国内企業と地方公共団体等が共同事業会社を設立するケース） 

 

 

 当面は、上記に代表される3つの類型を活用し、案件発掘・組成から獲得に至る各段階

で、政府及び政府関係機関の支援により、案件の受注を目指す。さらに、国内での包括

的民間委託や海外での事業を通じて事業運営のノウハウを吸収・蓄積することで、安定

した事業運営を行う。このように、水事業の受注と事業運営を重ねることで、段階的に

市場シェアを拡大し、長期的に我が国企業が水事業分野において世界的に優位な地位を

確保することを目指す。 
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 他方、海水淡水化、再利用水への需要の増加等から市場が拡大傾向にある水処理機器・

技術分野においては、新興国企業の技術面でのキャッチアップや価格競争力の面から我

が国企業が優位性を発揮し続けることが困難になりつつある局面が見られる。このため、

我が国企業が強みを有する技術分野や、今後の水処理システムにおいてキーとなる付加

価値の高い技術については、その技術開発及び実証支援などを、事業権の確保に向けた

取組とは異なる時間軸で推進していくことが必要である。 

なお、一般的に淡水化を伴わない浄水処理や一般の下水処理では、砂ろ過や生物処理な

どのローテクを組み合わせて用いることから、我が国企業の優位性が発揮されにくい。

このため、エネルギー効率の高い機器・システムの利用や薬品の使用量を抑える製品・

技術の活用を通じてライフサイクルコストの低減を図る。また、価格競争力を高めるた

めに生産拠点の移転や、顧客が求めるニーズに対応したダウングレード等を考慮するこ

とが必要である。 

 

（３）行動計画 

①事業権確保に向けて（三つの類型・その他パッケージ型の取組） 

 我が国企業が、将来の水市場において、プライム・コントラクターとして事業権を確

保していくためには、先に述べた3つの類型により、運営・管理分野に为体的に関与して

いくことを促す必要がある。 

 このため、海外企業と我が国企業が協力（４．（２）①又は②の類型）し、事業会社

の経営や事業運営に対し人的関与を行うなど、質的により深い関与を行うことにより海

外市場に参入する企業に対しては、案件発掘・形成から案件獲得に至る各段階に応じて、

政府及び政府関係機関による支援を重点化する。 

 

（重点化する支援策） 

○ 政府関係機関の政策金融ツール（JBIC、NEXI、JICA（投融資）、産業革新機構） 

○ 海外におけるFS調査 

○ 政府による相手国政府への働きかけ 

 

 また、地方公共団体等と我が国企業が協力（４．（２）③の類型）し、国内水事業の

受注を通じて運営・管理実績を蓄積する企業に対しては、以下の支援を行う。 

 

（支援策） 

○ 中小の地方公共団体の広域連携 

○ 官民連携の推進（特に、一定規模の浄水場の包括的な民間委託事業の実施に協力す

る地方公共団体の確保） 

 

 なお、海外諸国の水質、要求仕様に対して、どの地域で用いられている水処理モデル

を基本とするかについては、事前に十分な検討が必要と考えられる。（必ずしも国内の

モデルが常に最適ではない可能性がある。）一方で、海外における水処理事業を長期に

安定して行うためには、いずれにせよ国内における事業を通じたノウハウの蓄積が重要
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と考えられる。 

 

 これらの3つの類型を通じた事業権確保のほか、中核拠点・メガシティ・産業回廊・産

業大動脈における鉄道などのインフラ開発・整備事業とパッケージでの受注や、中東地

域におけるIWPP、大規模LNGプラント等の他プラント建設・運営とパッケージでの受注を

通じた事業権の確保も、プロジェクトにおける事業経験を蓄積する観点で有効活用する

べきである。また、政府開発援助（ODA）を活用したインフラ整備に運営・管理を追加し、

我が国企業が実施するなどの取組も同様に有効である。 

 

②事業権確保に向けた政府・政府関係機関・地方公共団体等による支援策 

○我が国企業によるコンソーシアム形成支援 

我が国では、水ビジネスに対して、部材・部品・機器製造分野や装置設計・組立・

建設分野で多数のメーカーやエンジニアリング系企業が参画しているほか、運営・保

守・管理分野には商社が参画している。 

海外の水事業に我が国企業が参画する場合、相手国、プロジェクトの内容、現地に

おける条件（資機材の現地調達の可能性等）、他国競合企業の有無等に応じて、協力

して事業を実施するメンバーの構成（特別目的会社（SPC）を設立する等）が異なる。 

現在、効率的な給水、地域に対応した下水処理・再生利用を含めた水循環システム

の構築等、地域（国）が直面する水循環システムのより大きな課題に対して、包括的

にソリューションを与えるような事業を実施する際、情報共有を図った上で、実施体

制（コンソーシアム）の構築を支援する。 

 

（参考）低炭素型・環境対応インフラ／システム型ビジネスにおけるコンソーシアム

形成等支援事業（水ビジネス分野） 

研究開発期間：平成21～22年度 

予算額      ：8億円の内数（平成21年度第2次補正予算） 

事業内容    ： 

・水ビジネス分野における国際産業競争力分析・ロードマップ策定 

・ソリューション型水事業案件の発掘 

・ソリューション事業の提案及び最適な我が国企業メンバー構成の検討 

・FS調査 

・当該コンソーシアムが提供し得るソリューションの検討 

・我が国企業を中心とするコンソーシアムが、我が国の技術・ノウハウを活かし

たソリューションをどのような形で提供し得るのかを相手国に包括的に示すた

めの報告書（基本設計書）の作成 

 

○官民連携の推進 

我が国企業が長期的かつ安定的に海外における水事業を展開していくためには、そ

の基盤となる健全な国内市場の整備が必要である。このため、我が国がこれまで培っ

てきた安全かつ安定的な水供給の重要性と歴史を踏まえた上で、必要かつ可能な範囲
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での民間活力の導入に向けた取組を関係省庁と連携して推進していく。これにより、

地方公共団体が有する水道事業の運営・管理、耐震化、危機管理等のノウハウと、民

間企業が有する事業経営・効率化ノウハウを組み合わせた相乗効果を創出する。 

 

   ＜現状＞ 

これまで、我が国の地方公共団体は、JICAの専門家派遣・研修生受入れ事業を中心

に、海外の水事業者に対する水事業の運営・管理技術の移転や人材育成等を通じ、地

方公共団体が持つ水道管理技術・ノウハウを活用した国際貢献事業を展開してきた。 

こうした地方公共団体の取組に関して、我が国企業からは、専門家派遣を単にアド

バイザー的な役割としてではなく、海外の事業と一体的な協力として有効活用するこ

とが期待されている。また、地方公共団体は、国内水需要の減尐から国内水道事業の

料金収入が減尐傾向であることを背景に、安定的、継続的な事業収入を確保するため、

国内において蓄積しているノウハウを海外進出する企業等の活動に有効活用するこ

とにより、対価を得る道を探るなど、収入源の多様化に向けた取組を検討している。 

 

＜公益的法人派遣制度との整合性の検討＞ 

地方公共団体の職員を第三セクターに退職派遣する場合、公益的法人等への一般職

の地方公務員の派遣等に関する法律（平成12年法律第50号）第10条第1項各号の規定

に基づき、①業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進

に寄与し、②地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有し、③地方公共団体がそ

の施策の推進を図るため人的援助を必要とするか否かを踏まえる必要がある。また、

同条第3項に基づき、退職派遣する職員が従事する業務は、公益寄与業務を为たる内

容とすることが必要となっている。 

しかしながら、第三セクターが海外で業務を営む場合に退職派遣の対象となるか否

かについては、これまでも事例がなく明確には整理されていない。このため、第三セ

クターに地方公共団体の職員を退職派遣する場合についてガイドラインなどの形で

明確に示すことにより、関連事業の国際展開を促進することが求められる。 

なお、現行法令において、第三セクターが海外で水事業を展開する場合の制約は存

在しないが、例えば地方公共団体が地域住民の税金を財源に出資するという行為には、

客観的な基準に基づく公益性の裁量が求められる。このため、第三セクターの海外に

おける事業活動については、事業性リスクを考慮し、地域住民の理解増進に努めた上

で実施する必要がある。 

 

＜地方公営企業資産等の公開及び一元的評価の推進＞ 

上下水道資産は、民間企業の視点から十分に公開されておらず、将来的に必要な水

道施設の更新需要が必ずしも明らかになっていない。このため、適切な料金設定や事

業効率化（民間活力の導入等）の検討が進まない状況にある。 

このため、上下水道事業の資産公開及び一元的評価の実施に向けた課題を抽出する

とともに、複数の地方公共団体を対象に民間企業としての視点から資産や事業の評価

を行う。 
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＜地方公共団体及び第三セクターの有するノウハウの有効活用＞ 

国内水道事業の将来にわたるサービス水準を確保するために、水道事業体のパートナ

ー又は業務受託者として、高い技術力を有する第三セクター及び民間企業を有効的に活

用する観点から、水道事業の広域連携及び包括的民間委託を進める必要がある。 

 

＜水事業の広域連携・包括的民間委託の導入に向けた地方公共団体の取組推進＞ 

 大規模事業体は包括的民間委託の導入をはじめとした経営効率化等により、減尐傾向

にある料金収入を補完し、持続可能性を保持できるような事業運営を目指すことが必要

である。また、経営基盤や技術基盤が小さい中小事業体については、広域化や官民連携

による事業改善・効率化が求められている。こうした広域連携・包括的民間委託の導入

が進まない理由として、事業体間の格差に加えて、民間企業によるコスト削減効果が明

確でなく、地方公共団体に民間活力導入のインセンティブが働きにくいことが挙げられ

る。このため、広域連携・包括民間委託の活用事例の収集、民間活力を導入した場合の

コスト削減効果を明確化するための調査を実施する。 

また、将来的な財政負担の増加が懸念される中小の地方公共団体の広域連携に向け

た課題を抽出・把握し、水道事業体の料金格差や水源の調整等にも配慮しつつ、これ

まで政府で取り組んできた推進策を踏まえて、具体的に実施する。 

他方、民間企業側においても、地方公共団体に対しコスト削減等のメリットを示す

取組を強化することが必要である。 

さらに、地方公共団体におけるPPP、PFI（Private Finance Initiative「民間資金

を活用した公共事業」）制度の積極的な活用が進むよう、地方公共団体の首長、水道

事業管理者に対して個別に協力を要請する。 

 

＜水道分野における発注形態の見直し推進＞ 

地方公共団体における上下水道事業分野の発注は、設備毎（電気、機械、土木）又

は施設毎（前処理、沈澱池等）の分割発注方式が基本であり、民間企業は、他の分野

とのインターフェースにかかるノウハウが蓄積できないだけでなく、個々の設備を組

み合わせて受注する際のメリットを活用した創意工夫を発揮することが困難な状況と

なっている。このため、一括して発注（性能発注方式）することが適当な事業の明確

化、地方公共団体のための指針を策定し、当該指針に基づく試行的な実施をする。         

また、民間企業側においても、一括受託が可能な企業や企業群の形成に向けた努力

が必要である。 

 

＜国内水関係省庁の連携強化＞ 

国内水事業の民間活力の導入促進、我が国企業の海外展開を後押しするため、関係

省庁連絡会議での情報交換・情報共有や、関係省庁で重要テーマのタスクフォースを

設置し、個別の課題解決に向けた検討及び具体的なアクションプランの策定・行動な

ど、国内水関係省庁の意思疎通・連携の強化を進め、迅速かつ政府一体となった対応

をする。 
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○戦略国との水政策対話 

我が国が为要マーケット国での水事業の事業権を確保するためには、各国の水に関

連する政策、水資源、水利用環境に関する知識を深めた上で、必要な協力を進めてい

くことが重要である。このため、我が国が市場として重視する戦略国との間で政府間

の対話の枠組みとなる「水政策対話」を設置し、水分野についての意見交換を定期的

に行い、我が国が、より初期段階から相手国の水ビジネスへ市場への進出を支援する。 

    2009年12月に東京で開催された日アラブ経済フォーラムにおいて、日本とアラブの

間で水環境改善のための相互協力の重要性が認識され、官民の様々な取組を通じた、

関係強化への期待が表明された。また、アラブ諸国との対話や各種の協力事業の一環

として、日本とアラブの間で「水政策対話」を実施していくこととなった。本対話の

推進によって、アラブ地域が抱える水不足の解消と関連ビジネスの促進につながるこ

とが期待される。 

    これを受けて、本年2月には、サウジアラビア電力・水省との間で、水政策対話の開

始が合意されたほか、中国との間でも昨年より日中省エネルギー・環境総合フォーラ

ムの枠組みの下、水の専門家による対話が開始されている。 

 

我が国水ビジネスの国際展開に資するよう、今後も、中東、中国等における、我が

国にとっての戦略国と「水政策対話」を設置、定期化し、相手国の水政策への理解を

深めるとともに根もとから関与することにより我が国企業のビジネスチャンス拡大に

つなげていく。 

 

○JBIC・NEXI・JICA・産業革新機構を通じた金融支援等の強化 

＜各機関共通＞ 

プロジェクトの運営・管理への十分な質的関与（事業の経営及び運営・管理に対

し、「人的関与」、「株式の出資比率を高める」等）を行う形で出資等を行う者に

対し、より政策的意義が高いプロジェクトとして、政策的な金融面での支援（JBIC、

NEXI、JICA（投融資）、産業革新機構）を重点化する。 

 

各政府関係機関が個別に行う支援策は以下のとおり。 

 

＜JBIC＞ 

ⅰ）水ビジネス事業への参画支援 

ドル、ユーロに加え、人民元を始め、取引の多い他の途上国通貨建て融資につ

いて取扱う対象通貨の検討を開始し、実施する。また、事業期間が長期となり、

リスクも大きいことから出資も活用して我が国企業が参画する事業の支援を検

討する。 

また、新規の事業だけでなく、国際競争力強化のために行う我が国企業の海外

企業への出資参画についても、出融資などによる支援を検討する。 

なお、地方政府の契約履行リスクなどについても、個別案件毎に融資等を検討

する。 
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ⅱ）対先進国向け融資 

米国や豪州では水不足に備えた海水淡水化事業や再利用水へのニーズが高い。

また、メキシコ、トルコ、韓国、中欧など途上国ステータスを卒業しつつある国

の中にも今後、上下水分野等の新規・改修事業は大きな市場になることが見込ま

れている。このため、特に長期投資（20年から40年）について、先進国を含めた

投資金融のニーズが存在しており、その実施可能性について検討する。 

 

＜NEXI＞ 

ⅰ）水ビジネス事業への参画支援 

我が国企業が水事業を行うために企業買収を含む出資を行う際の非常リスク

の引受や、水事業の運営・管理等を行う際の事業資金の調達について、先進国、

途上国を問わず積極的に支援する。 

なお、地方政府の契約履行リスクについても、保険対象とし、個別案件毎に対

応する。 

 

ⅱ）海外子会社への支援 

水関連機器の輸出を行う海外日系子会社について、現地国の貿易保険機関が引

受けた保険の再保険の引受を通じて支援を行えるよう、アジア太平洋貿易保険ネ

ットワークの取組を強化する。 

 

＜JICA＞ 

ⅰ）投融資制度の再開・官民連携円借款の早期制度確立 

投融資制度の早期再開を図る。平成21年度中に円借款供与を前提にPPPインフ

ラ事業のための「PPPインフラ事業のための協力準備調査」を実施する。 

 

ⅱ）技術者派遣等による我が国の技術・ノウハウの浸透及び情報入手 

専門家派遣や現地におけるインフラ等の開発調査の実施を通じて得た現地の

水に関する情報について、JICA図書館において請求に応じ個々に提供する。 

 

ⅲ）価格面だけでなく、効率、メンテ、施行体制などを加味した総合評価案件の

形成 

一般的な円借款プロジェクトでは、資格審査、技術評価、価格評価という3段

階の評価が導入されている。今後、案件を絞り、相手国政府の合意を得た上で、

特定の基準に基づいた評価が可能となる仕組の導入を検討する。 

 

ⅳ）マスタープラン作り 

運営・管理事業の受注につながるマスタープラン作りへの支援を強化する。 

 

＜産業革新機構＞ 

我が国の民間企業及び公的機関による水事業の運営・展開プラットフォーム構
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築を推進するため、出資等を通じ、我が国企業の水ビジネス市場における海外進

出を支援する。 

 

○技術開発・実証支援（NEDO） 

我が国水関連産業は、海水淡水化等に用いる水処理膜の分野をはじめ、特殊な産業

用途向けの超純水製造、ポンプ等の要素技術分野において強みを有している。 

今後ともこうした将来の水処理システムにおいて、キーとなる技術を握るための技

術開発・実証を推進していく必要がある。 

このため、我が国の水関連産業が強みを有する革新的な要素技術の開発、これらの

要素技術を活用したFS調査及び実用化の検証となる実証研究（モデル事業）を強化す

る。現在、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）において、以下の事業を実

施している。 

 

（参考）省水型・環境調和型水循環プロジェクト（NEDO委託事業） 

研究開発期間  ：平成21～25年度（5年間） 

事業総額（予定）：9,627百万円 

H21FY予算額※  ：4,627百万円 （※第1次補正予算を加えた額） 
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（図4-5 NEDO委託事業で実施中のFS調査） 

 実証地域 事業名 実施企業等 概要 

国

内 

国内（北九州

市、周南市） 

海淡・下水等再利用

統合システム事業 

東レ(株)、(株)日立

プラントテクノロ

ジー 

世界トップレベルの国内独自技術を結集・育成し、水循環

システムの運営・管理技術の開発、技術力を世界に発信す

るための「ウォータープラザ」の構築を目的として、実証

研究を実施し、日本の水処理総合技術の開発・実証を行う。 

海

外 

中国（安徽省 

巣湖等） 

中国大都市周縁部

における水環境改

善・省エネ型水循環

事業 

(財)日中経済協会、

三菱化工機(株)、

(株)クボタ 

都市周縁部の企業集積地等において、メタン発酵利用と、

我が国企業が有する微生物処理等の要素技術の有機的結

合により、効率的・経済的な水循環システムとビジネスモ

デルの開発・実証を行う。 

中国（雲南省 

滇
てん

池） 

オゾン処理による

中国湖沼浄化プロ

ジェクト 

日揮(株) 中国の水問題のうち、湖沼における水質汚染に焦点を当

て、オゾン処理等の水処理技術を用いた水質改善システム

の構築とその普及を目的として、実証研究を行う。 

中国（河北省 

唐山市） 

中国唐山市の工業

地域での水循環シ

ステム事業 

双日(株)、旭化成ケ

ミカルズ(株)、日東

電工(株) 

水処理膜等の日本の要素技術を用いて廃水の高度処理を

行い工業用水等として再利用することにより、地域におけ

る水問題の解決を図ることを目的として、その実施可能性

調査を行う。 

UAE（ラス・ア

ル・ハイマ） 

中東等の海外新興

地域における小規

模分散型水循環事

業 

(株)日立プラント

テクノロジー 

UAEにおいて、工業地域近郊でのユニット型MBR+ROを中核

とした水循環事業の展開を目的として、実証研究を実施す

る。この事業により、海外における水循環管理技術を開発

し、超乾燥地域における水問題のを解決に資する。 

オーストラリ

ア 

砂漠にオアシスを

創造する完全省エ

ネ・自立型水供給・

管理システム事業 

(株)竹中工務店、

(株)竹中土木、住友

商事(株)、水道機工

(株) 

太陽エネルギーのみで海水を淡水化し、砂漠を灌漑するフ

リーメンテナンスシステム、及び遠隔監視システムによる

運転管理技術の開発・実証を行う。 

ベネズエラ

（バレンシア

湖流域） 

中南米（バレンシア

湖流域）における水

環境改善・水循環事

業 

(財)造水促進セン

ター、(株)オリエン

タルコンサルタン

ツ 

バレンシア湖及びその流域における水循環機能の回復事

業を通じて、我が国水処理技術の適用及び事業化の実施可

能性調査を行う。 

オーストラリ

ア（クイーン

ズランド州） 

豪州における分散

型水資源供給シス

テム事業 

JFEエンジニアリン

グ(株)、(株)野村総

合研究所 

地域の集中降雨や生活排水を水源として活用する、分散型

の水資源供給システム及びビジネスモデルの開発・実証を

行う。 

東南アジア地

域（タイ又は

ベトナム） 

東南アジア地域で

の高濁度河川水利

用型浄化供給シス

テムによる水循環

事業 

メタウォーター

(株)、(財)水道技術

研究センター 

タイまたはベトナムにおいて、飲用水源として未利用であ

る高濁度河川水を対象とし、省エネルギー型膜ろ過システ

ムによる浄水供給システムの構築を目指して、その実施可

能性調査を行う。 

ベトナム（ホ

ーチミン市） 

水道システムにお

ける高度水利用と

持続的運営管理の

調査 

大阪市水道局、(社)

関西経済連合会、東

洋エンジニアリン

グ(株)、パナソニッ

ク環境エンジニア

リング(株) 

水源から蛇口までの水道のトータルシステムについて、最

適かつ持続可能な水道システムの構築を目的として、その

実施可能性調査を行う。 
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○情報収集強化等（JETRO・JCCME） 

   ＜JETROの海外ネットワークを活用した企業支援＞ 

水ビジネスの海外展開に際しては、相手国の中央・地方政府や国営企業等の公的

機関との関係が鍵を握っている。JETROは、５５カ国７１カ所の海外ネットワークを

有する公的機関としての立場を活用し、海外の水ビジネス関係者と我が国企業との

橋渡しを行う。特に我が国企業による案件発掘・形成を促進すべく、現地ベースの

対応を中心とした、機動的かつフレキシブルな支援を行う。なお、実施に当たって

は、水ビジネスは国内の中堅・中小企業を含め裾野産業が広い分野であることを認

識しつつ、海外展開を支援する。 

具体的には、「シンガポール国際水週間２０１０・水エキスポ」のような重要海

外展示会へのミッション派遣や、日本の優れた水技術を紹介する現地セミナーの開

催等を行う。また、重点国地域の要人・有識者の招聘や、それに併せた国内セミナ

ー等の実施により、水ビジネスにおけるマッチング機会を提供する。さらに、水事

業における運営・管理等の事業を我が国企業が受注する可能性の拡大に向け、現地

の水ビジネス動向等の基礎的な情報の発信等を行うとともに、海外において本分野

に関わった関係者と海外展開に関心のある我が国企業との情報共有を図る。 

 

  ＜財団法人中東協力センター（JCCME）による情報収集及び企業支援＞ 

   JCCMEの駐在員事務所のネットワークを活用して、サウジアラビアの水関係機関

（水電力公社（WEC：Water & Electricity Company）、国立水公社（NWC：National 

Water Company）等）が発表する入札案件について、ジェッダにある同センターの水

デスクから定期的に情報を発信する。また、リヤド、アブダビ、クウェート、テヘ

ランの駐在事務所を介して、現地のニーズを発掘すると同時に、日本の技術情報を

現地の企業や関係機関に発信することにより、我が国企業のビジネスチャンスを拡

大する。 

   さらに、「中東水資源協力推進会議」と連携し、「Saudi Water & Power Forum」

に代表される大規模な展示会への出展、域内为要国における現地民間企業を対象と

したセミナーや関係機関とのワークショップを執り行うビジネスミッションを派遣

し、日本の優れた技術・システムを紹介する機会を提供する。 

 

○人材育成（要人招聘）事業拡充・強化 

海外において水事業の運転・管理を長期に実施するためには、運転・管理コストを

低減するため、現地スタッフ（オペレーター等）の継続的な確保・育成が必要となる。

また、現地の有能なシニアマネジメント層の不足に対応したローカル人材の教育に当

たっては、水事業に関する専門知識は当然として、ファイナンス等の専門的知見等が

必要であり、これらの分野を含む人材育成事業の実施は、個々の民間企業だけでは対

応が困難である。 

また、我が国は、案件の組成段階において、相手国政府のキーパーソンとの意思疎

通が十分ではなく、我が国企業の事業権獲得に有利となるマスタープランへの関与等

の条件設定には至っていないことから、これまで地方公共団体等が人材育成事業を実
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施することを通じて構築した人的ネットワークの有効活用に加え、こうした人材のフ

ォローアップ体制を強化し、水ビジネスの案件獲得、事業の継続的実施につなげてい

くことも課題となっている。このため、我が国が有する人材育成等について、関係省

庁及び政府関係機関とも連携を図りながら、以下の取組を実施する。 

 

（図4-6 政府間・民間ベースの人材育成ツールの概要） 

 

ⅰ）研修生受入・海外研修事業及び専門家派遣制度の積極的活用 

経済産業省の産業技術者育成支援研修事業及び専門家派遣事業等を積極的に活用す

る。また、受入れ企業の個別要請に応じて、地方公共団体職員を講師として派遣でき

る官民一体型の人材育成ツール構築の可能性を検討する。また、受入れ企業の製造現

場に限られている実地研修について、地方公共団体が所有する施設を有効活用する。 

 

ⅱ）受入研修生の有効活用 

JICA制度を活用して受入れた海外研修生について、JICAにおいてデーターベース化

し、一定の条件の下、民間企業が閲覧できるようにする。また、地方公共団体が有し

ている海外研修生（海外政府・政府関係機関の要人）との人的ネットワークを有効活

用するとともに、地域産業育成の観点から、地方公共団体等と民間企業で構成された

ミッションを定期的に派遣する。 

 

ⅲ）地方公共団体等が所有する研修施設の有効活用 

地方公共団体等が所有する研修施設を政府及び民間企業に可能な範囲で開放し、政

府等が地方公共団体の協力を得て実施する政府及び政府関係機関の要人研修に活用す

る。また、地方公共団体等が所有する運転・管理人材育成プログラムを活用し、海外

企業の職員を対象とした運転・管理人材育成研修を実施する。 

 

 概要 2008年実績 

研修員受入・専門家

派遣事業（JICA） 

開発途上国からの要請に基づく政府間ベースでの研修員受入事

業及び開発途上国の協力現場に専門家を派遣し、同国の行政官や

技術者に対する技術、制度開発等の支援を実施。 

研修員受入 36,319名 

専門家派遣  4,597名 

経済産業人材育成支

援研修事業（経済産

業省） 

開発途上国から民間ベースで受け入れる産業技術者に対する本

邦研修事業及び開発途上国の現地技術者に対する海外研修事業

を実施し、同国の産業人材育成を実施。 

受入研修    4,245名 

海外研修    3,699名 

経済産業人材育成支

援専門家派遣事業（

経済産業省） 

 開発途上国の民間企業、民間団体等に日本の専門家を派遣し、同

国の産業人材育成、企業の経営・技術向上支援を実施。 

 

専門家派遣   159名 

中東等産油国投資等

促進事業のうち人材

育成支援事業（経済

産業省） 

 中東産油国の民間企業、民間団体等に対する人材育成研修事業

（国内研修）、及び同国の社会人、大学間の人材交流事業（国内受

入）を実施。 

国内研修・国内受入 

154名 
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ⅳ）地方公共団体技術者・OBの有効活用 

既設人材バンクを活用し、地方公共団体技術者・OBの有効活用を図る。 

 

○国際標準化（ISO）への取組強化 

   国際標準化の分野においては、2007年11月、ISO/TC224東京総会にて上下水道事業に

関する3つの規格（ISO24510-24512）が合意・可決された。この3つの規格（以下、ISO 

24500s）は、現在、世界の上下水道事業者が事業運営を行う上での共通のガイドライ

ンとなっている。特に、規格の中に記載されているP.I.（Performance Indicator）は、

事業の客観的な評価となるため、海外金融機関から融資を受けるためのメルクマール

にもなっており、多くの国で採用されつつある。 

現在、国際標準化機構では、次回総会（2011年秋予定）に向け、TCの下に3つのWG

（規格実施例、アセットマネージメント、危機管理）を設置し、規格の改定案の具体

的検討を行っている。 

一方、ISO/TC224に対する国内検討体制は、上水道分野では（社）日本水道協会、下

水道分野では（社）日本下水道協会がそれぞれ地方公共団体及び有識者等を中心とし

たWGを設置し行っている。これまでの取組は、为としてISO 24500sを踏まえた国内基

準の策定及び現行の国内基準との整合性の確認にとどまっており、我が国水ビジネス

産業の海外展開を促進するための産業サイド、あるいは我が国が上下水道サービス分

野において強みを有する観点からの検討には必ずしもなっていない。（ISO化していな

い例：耐震性・漏水率） 

このため、2016年に予定されている次々回ISO総会において、上下水道サービスの分

野で我が国が持つ優位かつ世界に普遍すべき技術をISO 24500s改正案に盛り込むべく、

必要な国内の体制を構築し、検討を開始する。具体的には、厚生労働省及び国土交通

省と協力し、今年度中に上記国内の検討WG委員に民間企業からの参画を得て、現行 

ISO/TC224の見直すべき項目（新たに追加すべき事項を含む）の検討に着手する。 

また、既に合意されている規格について早急にJIS化を行う。 

   さらに、下水分野については、地域的な取組として、中国・韓国・ASEANと共通の

標準を策定するための場をAPECに設置する。 

 
    (参考:TC224について) 

「飲料水及び下水サービスに関する活動」に係る規格を制定する技術委員会のこと。幹事国はフランス。 
   

(参考：ISO 24500sについて) 
・ISO 24510：ユーザーサービスの評価及び向上に関するガイドライン 
・ISO 24511：下水事業のマネジメントに関するガイドライン 
・ISO 24512：飲料水事業のマネジメントに関するガイドライン 

 

③強みを活かした企業戦略の構築 

我が国企業は優れた水処理機器・技術を有しているが、中国、韓国をはじめとした新興

国企業との過酷な価格競争にさらされており、従来の単品物売りで対価を得るビジネスモ

デルでは、我が国企業が世界市場において優位な地位を維持し続けるには限界が生じてい

る。 
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このため、我が国企業は、他の産業にも見られるように顧客の求めるニーズに応じて、必

要となる要素・技術を組み合わせて提供し、ライフサイクルで収益をあげていくソリューシ

ョン型のビジネスモデルに移行するとともに、中国や現地の企業との価格競争にさらされる

分野については、生産拠点の海外移転や、技術的仕様のダウングレードを通じた低コスト化

により価格競争力を維持・強化することが必要である。 

 

○我が国企業に求められる企業戦略（例） 

 ・顧客のニーズに対応するソリューション型ビジネスへの移行 

 ・個別機器の売切りに、サービスを融合させ、ライフサイクル全体で収益を確保 

 ・システム設計に早期段階から参画し、自社技術の採用に有利な設計に誘導 

 ・バリューチェーンで収益が大きい部分を見極め、取込む 

 ・自社に足りない重要技術を有する企業と戦略的に提携 

 ・ボリュームゾーンを確保可能なコスト競争力をつける（海外への生産拠点の移転等） 

・ボリュームゾーンを確保可能なダウングレード製品を提供する 

 

 また、コアとなる技術（組合せ）をブラックボックス化し、知的財産権で保護するととも

に、それ以外の摺り合わせ部分を単に自社製品のインターフェースから国際的な基準とする

ことで将来の市場を広げていくなど、中期的に競争優位性を確保する企業戦略も求められて

いる。 

 

 ○水循環フローの中でソリューション型のサービス提供が可能な部分（例） 

 ・物理的処理、生物処理、化学処理を組み合わせた水処理（水質ニーズへの対応） 

 ・管網管理、配管技術等の組合せによる目標給水率・漏水率の実現 

 ・中水の有効利用等によるシステム全体の効率改善 

 

○先端コア技術の開発と知的財産権による保護 

 

○インターフェース（摺り合わせ）部の明確化、標準化 
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５．中長期的な目標設定 

 

足下における「世界の水ビジネス市場」は約36兆円といわれている。今後、地球規模での人

口の増加や経済発展・工業化が進展し、水需給が逼迫することが予測され、2025年の世界の

水ビジネス市場は、約87兆円に成長すると予想される。 

  他方、各国の水関連産業がシェアを分け合うのは、あくまで「民営化された水ビジネス市場」

である。足下において、「民営化された海外の水ビジネス市場」は7.5兆円程度だが、その成長

率は市場全体の成長率を上回るとされており、2025年には約31兆円に成長すると予想される。 

    現在、我が国水ビジネス関連産業の海外での売上は、千数百億円程度と試算される。 

一方、水処理機器・技術の優位性や、上下水道事業の運営・管理ノウハウの蓄積を考えた場

合、我が国水関連産業が、増大する世界の水問題に貢献できる余地は極めて大きい。特に、モ

ンスーン気候に位置する我が国は、四季の変化に伴い生ずる水循環サイクルの多様な要請に、

柔軟に対応可能な技術と豊富な経験の蓄積を持ち合わせる。これらを強みとし、市場のボリュ

ームゾーンに対しては、相手国・客先の多様なニーズにきめ細かく対応する形での積極的な事

業展開を通じた市場の獲得が期待される。 

     今後、報告書に記載した行動計画について、官民一体となって取り組むことにより、2025年

の民営化された海外の水ビジネス市場のうち、我が国水関連産業が1.8兆円（民営化された海

外水ビジネス市場の約6%）を獲得することを目標とする。 

 

 

（図5 我が国水ビジネス関連産業の目指す目標） 

 

 

 

 

 

 

（出典）経済産業省調査
０

０．５

１．０

2007年

（兆円）

１．５

２．０

2025年

1.8兆円

千数百億円

2025年の民営化された海外
の水ビジネス市場のうち、
我が国水関連産業が約6%の

シェアを獲得することを目標
に掲げる。

（参考）
2025年における民営化された海外
の水ビジネス市場： 約31兆円
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６．ロードマップ 

 

 

水
事
業
分
野
に
お
け
る
世
界
的
に
優
位
な
地
位
確
保

2010 年度 2011  年度 2012 年度 2013 年度
2020

-
2025

コンソーシア
ム形成支援

官民連携の
推進

戦略国との
水政策対話

政策金融支
援の重点化

技術開発・
実証支援

人材育成の
拡充・強化

国際標準化

インフラシステム型ビジネス／コンソーシアム形成事業（21年度2次補正）

省水型・環境調和型水循環プロジェクト（21年度～NEDO）の強化

官民一体となった体制構築

技術等の実用化

国内検討への参加

公益法人派遣制度の整合性検討

地方公営企業資産の一元評価の推進等

PPP、PFI制度の活用推進、発注形態の見直し推進等

戦略国との水政策対話の設置・実施

政策金融（JBIC、NEXI、JICA、産業革新機構）の重点化

既存の制度（JICA、METI）の積極的活用

官民一体型の人材育成ツール検討

海外研修生の有効活用

他インフラ事業等と横断的に連携・パッケージ化

（平成28年度（目途）の見直しに対応）

STEP3： 単独で受注可能になる

STEP2： 受注を重ね能力を市場に示す

STEP1： 運営・管理への質的関与を深める
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（参考）水ビジネスの国際展開研究会の概要 

 

（１） 委員名簿 

 

○研究会委員 

 

【座長】伊丹  敬之  東京理科大学大学院 教授（総合科学技術経営研究科長） 

朝田  照男  丸紅株式会社 代表取締役社長 

飯島  彰己  三井物産株式会社 代表取締役社長 

大垣 眞一郎  独立行政法人国立環境研究所 理事長 

大島  賢三  独立行政法人国際協力機構 副理事長 

加藤   進  住友商事株式会社 代表取締役社長 

久保田  隆  千代田化工建設株式会社 代表取締役社長 

小島  順彦  三菱商事株式会社 代表取締役社長 

小林  栄三  伊藤忠商事株式会社 代表取締役社長 

            （※第３回は 岡藤 正広 氏） 

齋藤  義孝  横浜市 水道事業管理者 水道局長 

榊原  定征  東レ株式会社 代表取締役社長 

鈴木  隆史  独立行政法人日本貿易保険 理事長 

住川  雅晴  株式会社日立プラントテクノロジー代表執行役社長 

滝沢   智  東京大学大学院工学系研究科 教授 

柳楽  幸雄  日東電工株式会社 代表取締役社長 

原田 耕太郎  株式会社酉島製作所 代表取締役社長 

森田   実  評論家 

八重樫 正彦  日揮株式会社 代表取締役社長 

吉村  和就  グローバルウォータ・ジャパン 代表 

渡辺  博史  国際協力銀行 経営責任者 

 

（※敬称略、五十音順） 
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  ○ワーキンググループ委員 

 

  【座長】滝沢  智  東京大学大学院工学系研究科 教授 

秋藤 栄二  伊藤忠商事株式会社 機械貿易総括室長 

秋元  勉  住友商事株式会社 電力・社会インフラ事業本部 

電力・水事業第一部長 

浅野 泰一  三井物産株式会社 プロジェクト開発第一部長 

飯沢 雅人  電源開発株式会社 環境エネルギー事業部 部長 

市原 健介  独立行政法人日本貿易振興機構 産業技術部長 

伊藤 真実  株式会社日立プラントテクノロジー 経営戦略本部 事業为管 

伊吹 洋二  丸紅株式会社 環境インフラプロジェクト部長 

植村 忠廣  東レ株式会社 理事 

臼井 幸之助 日揮株式会社 営業統括本部 新事業推進本部 

インフラ事業部営業課長 

岡部 忠久  独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

環境技術開発部長 

川名  薫  横浜市 水道局 経営企画担当部長 

菊岡  稔  日東電工株式会社 理事メンブレン事業部長 

久保 俊裕  株式会社クボタ 執行役員 

水環境システム・社会インフラ事業推進本部長 

中川 聞夫  独立行政法人国際協力機構 地球環境部長 

中島 純夫  千代田化工建設株式会社 取締役常務執行役員 

西村 宗範  株式会社酉島製作所 海外営業本部長補佐 

初又  繁  メタウォーター株式会社 事業開発本部 副本部長 

本郷  尚  国際協力銀行 特命審議役 

水谷 重夫  三菱商事株式会社 水・環境ソリューションユニット部長 

村崎  勉  独立行政法人日本貿易保険 営業第二部長 

渡辺 大輔  オルガノ株式会社 執行役員 プラント事業部長 

 

（※敬称略、五十音順） 
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（２） 開催経緯 

 

研究会 

 
＜第１回＞ 平成２１年１０月１５日（金） 

議題：「水ビジネスを取り巻く現状等」 
「論点」 
「今後の進め方（案）」 

 
  ＜第２回＞ 平成２２年 ２月１５日（月） 

         議題：「とりまとめの方向性（たたき台）」 

 

  ＜第３回＞ 平成２２年 ４月１２日（月） 

         議題：「報告書（案）審議」 

 

ワーキンググループ 

 

＜第１回＞ 平成２１年１０月２３日（金） 

議題：「今後のＷＧの進め方について」 
 

＜第２回＞ 平成２１年１１月 ６日（金） 
議題：「既に海外進出した企業・将来進出を試みる企業が直面する困難の

打開について」 
 

＜第３回＞ 平成２１年１１月２５日（水） 

議題：「自治体の有する『ノウハウ』の活用について」 
 
  ＜第４回＞ 平成２１年１２月１６日（水） 

議題：「優先して取り組むべき地域・分野の特定について」 
 

＜第５回＞ 平成２２年 １月１５日（金） 
議題：「ファイナンス等の集中討議」 

 
  ＜第６回＞ 平成２２年 １月２９日（金） 

議題：「『世界の水不足』に対応する水循環システムモデルの具現化につ
いて」 

「これまでの検討結果・とりまとめの方向性について」 

 

  ＜第７回＞ 平成２２年 ３月 ５日（金） 

         議題：「審議１」 

 

  ＜第８回＞ 平成２２年 ３月２６日（金） 

         議題：「審議２」 


