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要約要約要約要約    

1．現状分析・問題意識 

 わが国の経済は昨今、長期の経済停滞に陥っている。そんな中、わが国の産業構造は自動車産

業依存の状態で、大きな利益をもたらす産業は少ない。また、韓国や中国をはじめ新興国では、

人件費の安さなどを活かして、国際市場で存在感を確実に高めている。そのため、わが国の自動

車産業も今後、新興国に追随される状態が続くと考えられる。そんな中、わが国は強みを持つ新

たな産業を育成する必要がある。そこで、世界の水問題に注目し、その潮流の中で隆盛をみせる

水ビジネスに着目する。 

ひとくちに、水ビジネスといってもさまざまな種類がある。本稿では、①上下水道ビジネス、

②海水淡水化ビジネス、③排水再利用ビジネスの三つに分類する。①の上下水道ビジネスは、成

長余力が大きく市場規模も大きいビジネスである。このビジネスが、水ビジネスの中核をなして

いる分野である。②の海水淡水化ビジネスでは、水処理膜を使った造水ビジネスが行われ、水不

足が深刻な中東などでは需要の多いビジネスである。また、③の排水再利用ビジネスでは、さま

ざまな処理膜を用いて、排水を処理し、新たに再生水として利用するビジネスである。 

水ビジネスにおいては、ヨーロッパ系の大企業である水メジャーが、多大な影響力を持ってい

る。水メジャーの中でもヴェオリア・ウォーター、スエズ・エンバイロメントは特に大きな企業

であり、売上高をみても非常に大きく、歴史も非常に長い企業である。 

これら水メジャーの特徴は、主に二つあり、民間企業である点と大規模で包括的な事業が展開

可能である点である。 

一方、わが国では水ビジネスに関連する事業を担っているプレイヤーが、主に二つ存在する。

地方自治体と膜やポンプなどを供給する民間企業の二つである。まず、地方自治体の方からみて

いく。地方自治体は主に水道設備の運営・管理などを行っているが、自治体が持つ強みとして漏

水率の低さが挙げられる。東京都は 3.6%で、他国の主要都市に比べ著しく低く、世界に誇れる

強みである。このような技術力を活かそうと、自治体レベルでの海外展開の取り組みが始まって

いる。本稿では、東京都、大阪市、北九州市の三つの自治体をとりあげている。 

次に、民間企業レベルでみていく。民間企業が担うのは主に素材供給やプラント建設であるが、

本稿では膜技術の優位性についてとりあげる。膜技術の代表的な企業には日東電工、東レなどが

あるが、日系企業の水処理膜に対する世界シェアは 7割と非常に大きい。この強みを活かして、

民間企業は海外展開を進めている。 

しかし、民間企業と自治体共に、個別的な展開を進めている状況のため、それぞれが強みを持

つ分野でしか活躍できないという構造ができてしまっている。これは、自治体の事業範囲と民間

企業の事業範囲の双方を持つ水メジャーと大きく異なっている点であり、この構造が、100兆円

ビジネスともいわれる、建設から運営・管理までの一体的なビジネス展開を阻んでいる要因であ

るといえる。 

2．事例研究（分析） 

 以上の問題意識を踏まえて、われわれは自治体と民間企業のより一体的な枠組みの創設を考え

た。そのうえで、海外事例をみていくことは不可欠である。本稿では、水メジャーの展開戦略と

して、ヴェオリア・ウォーター、スエズ・エンバイロメント、テムズ・ウォーターの三社をとり
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あげ分析を行った。また、企業の展開に際しての国レベルの政策を考察するために、フランスと

シンガポールの事例を研究した。 

 水メジャーの分析に関しては、BOT、AOT、コンセッションなど様々な契約形態をビジネス

展開する国や地域のニーズに応じて変えて、相手国との関係性を強固なものにしていった点が最

も大きいポイントであった。 

 また、国の政策では、産業育成のための制度構築は勿論のこと国主導による外交戦略などの売

り込みも非常に重要な役割を果たしていることがわかった。 

 

3．政策提言 

われわれは政策提言として、自治体と民間企業の一体的な枠組みを作り、国や自治体主導での

国際ビジネス展開のモデルを構築することとする。そのポイントは、大きく二つである。 

まず、一つに、自治体による株式会社の設立が挙げられる。法律上の問題などから地方自治体

というスタンスのままでは、海外展開に動きにくい。そのため、自治体と民間の共同出資などの

形で株式会社を作り、そこに自治体の運営・管理ノウハウを蓄積していく仕組みを作る。 

また、もう一つに、前述した株式会社を中心として、ポンプや膜を作る民間企業を取り込み、

民間企業連合を作る枠組みを創設することも特徴である。この枠組みの創設によってわれわれが

問題意識として掲げた、水ビジネスを担うプレイヤーの個別的な国際展開という点を解消してい

く。加えて、連合に組み込む企業の選別を入札形式で行うことで、民間企業間の競争を促してい

く。 

以上の二点を考慮したビジネスモデルの構築を行う。 
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

「日本経済を活性化するためにはどうすればよいか？」という問いのもと、我々は日本の

高い技術力を生かせる新たな産業が必要ではないかと考えた。では、どのような産業が新た

な日本の新たな産業となりうるのか？そこで我々が注目したのが「水ビジネス」である。 

「20世紀は石油の時代であったが、21世紀は水の時代である」（アメリカ環境活動家・思

想家：Lester・R・Brownの言葉）と一般に言われている。その言葉通り、近年水資源への

関心が高まっており、世界的に水不足が懸念されている。わが国でも、経済産業省が水資源

分野を成長分野として捉えるなど、「水ビジネス」に関する様々な取り組みが行われている。 

われわれはこの「水ビジネス」こそが、わが国の持つ高い技術を生かし、今後成長が見込

める産業となりうるのではないかと考えた。本稿ではいかにして日本の民間企業が持つ高い

技術力と自治体が有するノウハウを生かし、水ビジネスを国際展開に結び付けていくかを考

えていく。 

 

 

 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文    11111111thththth    ––––    12121212thththth    Dec. 2010Dec. 2010Dec. 2010Dec. 2010    

 7 

第1章 現状分析・問題意識現状分析・問題意識現状分析・問題意識現状分析・問題意識    

本章では日本経済、世界の水問題・水ビジネスの現状を分析し、我々が問題意識を持つに

至った過程を紹介する。 

 

第第第第1111節節節節    日本経済の現状日本経済の現状日本経済の現状日本経済の現状    
わが国はおよそ過去 20年にわたって長期的な経済停滞に陥っている。経済成長率をみても、

高成長を遂げていたバブル期 1987年から 1990年は平均 5.6％であったが、2008年にはマイナ

ス 3.7％となっている。（内閣府 2010） 

日本は戦後、高度経済成長期を迎え、名目一人当たり GDPで 2000年には世界 3位であった。

しかし、近年中国・インド・シンガポール・韓国といったアジアの新興国が急速な経済発展を遂

げており、2008 年には一人当たり GDP は 23 位にまで低下している。（経済産業省 2010）。

このままでは、日本の世界的な経済の先進国としての地位は失われる一方であろう。そのため、

経済に何かカンフル剤を注入しなければ、現在の地位を守るのは難しいと考えられる。 

今までは、わが国は技術力を生かし、自動車・電機分野等で世界を牽引してきた。そして 2001

年から 2008年までの GDPの伸びの半分は、自動車産業によるもの（経済産業省 2010）であ

り、わが国がこれらの産業に依存していることがわかる。また、昨今急激な発展を見せる新興国

企業が、人件費の安さをはじめとする利点を活かし、日本企業は韓国や中国企業に追随を許して

いるのが現状である。こうしたことからも、わが国には新たな成長産業・分野というものが必要

であると考える。 

以上を踏まえ、わが国は何が優れているのか、世界に誇れるものは何か、という視点で考察し

たところ、技術力抜きにはわが国の今後の発展は見込めない、と結論した。また、インフラビジ

ネスは新興国などで整備需要が増加しており、その市場は大きく拡大しているため、わが国には

進出の余地があると考えられる。同時に、近年水ビジネスが注目を集め、国として取り組む機運

も高まりつつあり、水ビジネスを促進するために「チーム・水・日本」や「海外水循環システム

協議会」などが設置されている。こうしたことから、われわれは、水ビジネス・水分野における

日本成長の余地を活かせるようなビジネスモデルを構築することに目標を据えるに至った。 

第第第第2222節節節節    世界の水問題世界の水問題世界の水問題世界の水問題    
 水は有限な資源である。また、石油など他のエネルギー資源と同様に、地域的な偏在性が

極めて高い資源でもある。（図表 1参照）例えば中東や北アフリカなどでは資源が少なく 1人当

たり水資源量が 100㎥くらいであるのに対し、北欧・カナダなどでは 80,000㎥くらいと多くな

っている。（FAO 2005） 
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（FAOホームページより抜粋） 

このように偏在性が高く、希少な水資源をどう分配するかという問題は、世界的な課題といえ

る。 

水資源は人々の生活に必要不可欠であり、ひいては国家の存立・発展においても大きな役割を

果たすものである。世界に目を向けてみると、希少な水資源の争奪戦がすでに始まっている。一

方、蛇口をひねれば安全な水が供給される日本では、国民の水資源に対する危機意識は薄い。し

かし政府や経済界では、近年水資源確保へ向け徐々に動き始めている。この節では、水資源の現

状、そして隆盛を見せる水ビジネスについて概観し、なぜ水への関心が高まっているのかを考察

する。 

最初に、実際の水資源問題の現状を整理する。地球上に存在する水資源の量は約 14億㎦と言

われている。しかしこのうちの 97％は海水であり、これは直接利用することができない水資源

である。淡水に限ると全水資源のわずか 2.53％、約 0.35億㎦しかない（図表 2参照）。 

さらにその淡水すべてが飲用可能な水資源なわけではなく、実際に利用可能な水資源は約

0.008%にすぎない。人間はこれを日常生活に利用しているのである。 

図表１． 

図表２．地球の水資源 
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では、水の需要はどうなっているのだろうか。図 2からわかるように、2000年時点での世界

の水需要は年間約 4000㎦であったが、2025年には年間 5200㎦へと約 3割の増加が見込まれて

いる（図表 3参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水需要の増加がもたらすものとして「安全な水にアクセスできない人の数」が多くなることが

考えられる。図表 4は 2004年時点の世界における水を十分に利用できない人の、地域別の内訳

をあらわしたグラフであるが、その半数以上がアジア地域に集中している。 

 

また、水の利用に関する指標の一つに「水ストレス」というものがある。水ストレスを感じる

生活とは「人口 1人当たり最大利用可能水資源量が 1700㎥以下の水準での生活」と定義されて

いる。この指標を算出している国連開発計画（UNDP）によると、今日世界では約 7 億人が水

ストレスを感じる生活を強いられており、2050年には 10億人に達すると予測されている。 

図表３．水需要量 

図表４. 
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以上から、水需要は今後大幅に増加する一方で、水資源の希少性ゆえに一人当たりの安全な水へ

のアクセス量は減少すると考えられる。すなわち、水の需要が増加するが、水資源は有限である

ため、需要と供給のバランスが崩れるということである。この背景には、昨今急速に発展を遂げ

ている新興国を中心とする人口増加や、都市化、工業化とそれに伴う水質汚染などによる水資源

への悪影響の懸念がある。また先ほども述べた、水資源の地域による偏在性も大きな要因である。 

 

第第第第3333節節節節    水ビジネスの種類水ビジネスの種類水ビジネスの種類水ビジネスの種類    

前節では、水問題が世界的かつ長期的な課題であることを示した。このような問題を解決する

手立てとして注目を集めているのが、「水（関連）ビジネス」と総称される事業分野である。「水

ビジネス」の分野は世界的な水への危機意識の高まりを背景に、活況を呈しており、「水ビジネ

ス」という言葉自体も最近よく耳にするようになってきた。しかし、ひとくちに水ビジネスとい

っても、そのフィールドは多岐にわたる。そこで本節では、水ビジネスはどういったビジネスな

のかを整理する。 

水ビジネスは大きく分けて、 

① 上下水道ビジネス 

② 海水淡水化ビジネス 
③ 排水再利用ビジネス 
と三つに分類される。以下ではこの分類ごとにその特徴を整理する。 

 

① 上下水道ビジネス 

上水道ビジネスとは、水源から水道管などを通じて、飲用に適した水を家庭などの各所に供

給するビジネスである。また下水道ビジネスとは、農業・工業・家庭の排水を収集・処理をして、

きれいな水に蘇らせるビジネスである。 

これら二つのビジネスは、今後非常に成長の余地が大きいビジネスである。図表５からわかる

ように、上水道と下水処理におけるビジネスは素材供給や施設の建設の分野では、成長余力が大

きく、かつ市場規模も大きいビジネスである。また、管理・運営サービスの分野では、市場規模

が大きいのもわかる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表 5555． 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文    11111111thththth    ––––    12121212thththth    Dec. 2010Dec. 2010Dec. 2010Dec. 2010    

 11 

なお、この分野は通称「水メジャー」と呼ばれる企業による寡占状態となっている。水メジャ

ーは欧州における水ビジネスの大手企業であり、自国での運営・管理におけるノウハウが豊富に

有している。2007年時点では、上位 5社で民間主体による給水人口の 40%近くを占めていると

されている。図表 6 において主要なメジャーは、ヴェオリア、スエズ、SAUR、Agbar、RWE

テムズである。水メジャーによる主たる事業のビジネスモデルは、長期にわたって水道設備の維

持・管理（運営）によって収益を確保するというものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 水淡水化ビジネス 

海水淡水化ビジネスは、①のような既存の水資源を管理するビジネスとは異なる。海水のよう

に、そのままでは利用不可能な水資源を利用可能な淡水に変える、いわゆる「造水ビジネス」と

呼ばれるものである。地球上の水資源の約 97％を海水が占める（図 1参照）ことからも、今後

造水は重要分野となり、特に深刻な水不足に悩まされる中東などの地域においては、この「造水

ビジネス」は必要不可欠になると考えられる。海水淡水化の方法としては、一般的に蒸発法と

RO（逆浸透）膜法（以下、膜法）の二通りがある。前者は、海水を蒸発させることにより真水

を取り出す方法であり、後者は海水に圧力をかけ逆浸透膜を通すことにより水だけを取り出す

方法である（中村 2010）。現在のシェアは膜法が 57%、蒸発法が 43%とっているが、「今後、

蒸発法は多大なエネルギーが必要なため、エネルギー消費量の少ない膜法のシェアが更に増加し

ている。」（中村 2010）と言われている。 

③ 水再利用ビジネス 

排水再利用ビジネスは、いったん利用した排水に高度な処理を施して浄化し、その再生水を農

業用水・工業用水に利用するものである。ここでも、水処理膜の技術は非常に重要なものとなっ

ている。シンガポールは、この技術を使って再生水を作り出す事業に積極的であり、「ニューウ

ォーター計画」なるプロジェクトを推進している（中村 2010）。そのため、水ビジネスに新規参

入した GEやシーメンスなどの企業が、シンガポールに拠点を置き始めている。シンガポールは

国をあげて水ビジネスに取り組んでいる国の一つであり、同国については、2章においてより詳

しく分析することとする。 

 

図表６. 民間による 

世界上水道シェア率 

水ビジネス国際展開研究会報告書より抜粋 
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第第第第4444節節節節    水メジャーについて水メジャーについて水メジャーについて水メジャーについて        
これまで水ビジネスについてみてきたが、この水ビジネスには大きな影響力を持つ水メジャ

ーと呼ばれる企業が存在する。ここでは、水メジャーの中でも、ヴェオリア・ウォーターと

スエズ・エンバイロメントの概要を紹介する。戦略については、第 2 章において分析して

いくこととする。本節では、水メジャーの概要から、その特徴を考察する。 
① ヴェオリア・ウォーター    

ヴェオリア・ウォーターは、フランスのコングロマリットであるヴェオリア・エンバイロ

メント傘下の、水ビジネスを行う事業会社である。ヴェオリア・ウォーターの水ビジネスに

関する歴史は長い。1853年、ナポレオン 3世の勅令により設立されたカンパニー・ジェネ

ラル・デゾー社が現ヴェオリア・ウォーターの前身で、都市部への飲料水供給と農村部での

灌漑を事業とする会社であった。当初はリヨン市の水道供給事業を行っていたが、1861年

にはパリ市との 50年間にわたるコンセッション契約を受託し、水道供給サービスの範囲を

広げていった。1880年には、イタリア・ヴェニスに展開。その後も、トルコ・イスタンブ

ールへ出ていくなど、フランス国外の市場も開拓した。また、1918年には、水道および下

水道管網の設計・維持管理を目的とした事業会社の設立し、1980年には水処理施設のエン

ジニアリングのための子会社整理をするなど水事業の範囲を広げていった。1980年以降、

水事業は欧州以外にも展開されここ 30年間で急激な成長を遂げた。2008年末時点で、世

界 64カ国に拠点を持ち、従業員数 93,433人、上水道および水処理施設の運転維持管理業

務の受託件数は 4,400件を抱え、給水人口は 8000万人、下水処理人口は 5900万人にのぼ

る大企業となっている。。。。（図表（図表（図表（図表 7777参照）参照）参照）参照）    

図表７．図表７．図表７．図表７．    

① スエズ・エンバイロメントスエズ・エンバイロメントスエズ・エンバイロメントスエズ・エンバイロメント    

スエズ・エンバイロンメントは、1880 年にフランスで設立されたソシエテ・リヨネーズ・デ

ゾー社を母体とする企業で、パリを本拠とする、水道事業および廃棄物処理を主に手がける多国

籍企業である。2008 年度の売上高は約 123.6 億ユーロ、従業員数は約 65,400 人である。スエ

ズ・エンバイロンメントの水関連事業は、設計・建設コンサルティング、エンジニアリング、上

下水道施設の運転維持管理、インダストリー関連水処理事業の 4 つに分類可能で、それぞれの

分野にグループ企業がある。（図表 8，9参照） 

 

 フランス ヨーロッパ アジア・ 

太平洋 
アフリカ 
・中東 
・インド 

アメリカ 合計 

売上高（百

万ユーロ） 

5,515.05,515.05,515.05,515.0    3,696.73,696.73,696.73,696.7    1,333.91,333.91,333.91,333.9    1,242.61,242.61,242.61,242.6    769.6769.6769.6769.6    12,557.812,557.812,557.812,557.8    

従業員数 30,25530,25530,25530,255    28,32428,32428,32428,324    18,22018,22018,22018,220    7,9947,9947,9947,994    8,6408,6408,6408,640    93,43393,43393,43393,433    

給水人口 24,572,49124,572,49124,572,49124,572,491    20,859,09320,859,09320,859,09320,859,093    21,627,50121,627,50121,627,50121,627,501    6,594,9376,594,9376,594,9376,594,937    6,848,1256,848,1256,848,1256,848,125    80,502,14780,502,14780,502,14780,502,147    

下水処理

人口 

16,889,804 18,319,338 14,542,214 2,887,671 5,891,765 58,530,792 

欧州水関連
31%

欧州廃棄物関

連
46%

欧州以外
23%

連結売上構成連結売上構成連結売上構成連結売上構成
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以上を踏まえて、水メジャーには２つの特徴が挙げられる。 

第１の特徴として、水メジャー（スエズ（仏）、ヴェオリア（仏）、テムズ（豪）など）が民間

企業であることがあげられる。これに対し、わが国の上下水道事業は自治体によって運営されて

いる。水メジャーは古くは、1850 年代から民間として活動し、経営ノウハウの蓄積が大きく、

またそれを活かすことで海外進出も積極的に行ってきた。欧州ではこのように水道事業が民間企

業によって行うことができるものとして認識されている。 

第二の特徴として、水メジャーは多岐にわたる水道事業のほとんどを自力で行うことができ

る。海外進出の際に相手の国が求めているものを受入れ、その要望に応えることができるのも、

水メジャーの規模が大きく、範囲も広いことによる。（図表 10参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 10．水ビジネスの市場規模（2025年予測） 

80%

7%

5%

3% 3% 2%

地域別構成地域別構成地域別構成地域別構成

欧州

中東・アフリカ

北米

アジア

オセアニア

南米

図表 9． 
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第第第第5555節節節節    日本の水ビジネスの強み日本の水ビジネスの強み日本の水ビジネスの強み日本の水ビジネスの強み    
 本節では、水ビジネスに関するわが国の強みと取り組みについてみていく。ここでは、 

水ビジネスを担う事業体として、地方自治体、民間企業の二つを想定して考察し 

ていく。それでは、まず地方自治体からみていく。 

地方自治体が持つノウハウの強みを示す指標として、漏水率をみていく。わが国の漏水率は世

界の主要都市に比べてとても低い。わが国における平均漏水率は 7％といわれ、東京都に限って

は 3.6％とさらに低い数字となっている。これは、バンコク（33％）、ロンドン（26％）、ロサン

ゼルス（9％）と比べても著しく低いのがわかる。（吉村 2010）漏水率が低いということは、水

道管を伝い、各家庭に水が届くまでに漏れてしまう水資源の量が少ないということであり、水資

源を最大限有効活用している証である。（図表 11参照）    

図表１１．図表１１．図表１１．図表１１．    

    

都市名都市名都市名都市名    漏水率漏水率漏水率漏水率    

東京東京東京東京    3.6％ 

ロサンゼルスロサンゼルスロサンゼルスロサンゼルス    9％ 

バンコクバンコクバンコクバンコク    33％ 

香港香港香港香港    26％ 

ヨハネスブルグヨハネスブルグヨハネスブルグヨハネスブルグ    36％ 

ロンドンロンドンロンドンロンドン    26％ 

イスタンブールイスタンブールイスタンブールイスタンブール    25％ 

メキシコシティメキシコシティメキシコシティメキシコシティ    35％ 

韓国韓国韓国韓国    20～40％ 

カイロカイロカイロカイロ    20％ 

吉村和就『水ビジネス～110兆円水市場の攻防』より作成 

今度は、わが国での水ビジネスに関する国際的な取り組みを見ていく。ここでは、東京都と北

九州市、大阪市をとりあげる。 

 まず、東京都の取り組みをみていく。東京都では近年、猪瀬直樹副知事を中心に水ビジネスの

国際展開に向けた動きが活性化している。東京都は、水道事業の強みを大きく 4つ挙げており、

それが、「浄水・水質管理技術、漏水防止技術、危機管理・安定給水、料金徴収率の高さ」であ

る。東京都の取り組みでは、東京都が持つ設備の管理・運営ノウハウや技術的ノウハウなどを活

かしたビジネスモデルの構築と、その推進に向けたスキームの作成・実施が大きな目標となって

いる。 

 まず、一つが「海外事業調査研究会の設置」である。この機関では、今後の水ビジネス展開の

ための調査を行っている。2010年 4月に第１回の会合が開かれ、5月 13日現在 50社へのヒア

リングが行われた。その対象は、金融機関をはじめコンサルティングファームや商社、水処理を

扱うメーカーなど多岐にわたっている。今後も、海外ニーズの把握や国内外情報の収集・整理の

ための会合が開かれていく予定である。 

 二つめとして、「東京水道国際貢献ミッション団の派遣」が挙げられる。この活動は、海外に

おける（当面はアジアを中心としているが）実際のニーズ・実情を把握すると同時に、東京水道

の技術・ノウハウのアピールを通じて新たなニーズの掘り起こしを目指すものである。これまで
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に、猪瀬副知事らのマレーシア訪問が実現している。今後も、アジア地域を中心に２０１２年ご

ろまでに１０カ国程度の訪問をする予定となっている。 

 上記の二つの活動を踏まえて、東京都はビジネスモデルの構築を行っていく。東京都では、水

ビジネスの展開にあたり、ビジネスモデルのイメージを公開している（図表 12参照）。 

その際、東京水道サービス株式会社iiiiが受注する形を想定している。この企業は、コンサルテ

ィングや施設管理の受注が想定されており、他の企業とのコンソーシアムへの参画も視野に入れ

ている。コンソーシアムでは、ホールビジネスでのかかわりが可能となる。 

 また、事業の参画に際しては、その事業の収支とリスクに関して精査を行い、収支がプラス

で、リスクが最小限に抑えられる事業への応札を目指している。以上が東京都の取り組みである。

（図表 13参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都水道局ホームページより抜粋 

図表１３． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都水道局ホームページより抜粋 

図表１２． 
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次に大阪市水道局の現状についてみていくこととする。 

大阪市水道局では国際展開の戦略として図表 14に示すような戦略を掲げている。 

図表１４． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪市水道局ホームページより抜粋 

実際に行われている取り組みは、社団法人関西経済連合会との連携、ホーチミン市水道

公社との連携、NEDOプロジェクトの実施である。 

関西経済連合会との連携については目的として、途上国等における水・インフラ整備

と公衆衛生の向上を図ることにより、世界の水問題解決への貢献をめざすこと、関西経

済の一層の発展及び大阪市水道事業の持続性の確保に資すること、関西経済連合会が進

める水・インフラ事業の国際展開と、大阪市水道局が進める水道事業の国際展開に向け

た取り組みについて、相互協力を円滑に推進することの三つを目標としている。内容と

しては水インフラの国際展開に関する官民連携の方策の検討・事例調査の実施を行って

いる。 

ホーチミン市との連携ではホーチミン市水道総公社（Saigon Water Corporation）と

大阪市水道局の友好関係の促進と、相互の発展を図るため、技術交流団の派遣・受入を

実施し、ホーチミン市水道の課題解決に向けた人材育成に寄与するような技術交流を実

施することを目的として、「技術交流に関する覚書」を締結した。 

NEDOプロジェクトはホーチミン市における水源から蛇口までの水道のトータルシ

ステムについて、大阪市水道局が有する漏水対策や効率的水運用の技術を適用し、持続

的な運営管理モデルによる水道事業の実施可能性を調査しているプロジェクトであり、 

 フェーズ 1（21 年度）：実証研究実施場所の先行調査   

フェーズ 2（22年度） ：フェーズ 1に基づく詳細設計 

 フェーズ 3（23～25 年度）予定 ：実証研究設備の設置、運転管理 

このような形でプロジェクトを進行している。  
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３．北九州市 

最後に北九州市の取り組みをみていく。北九州市はこれまでの事業を通して、積み重ねている

技術の得意分野を活かし国際的技術協力を行ってきた。北九州市の得意分野は水質変化の大きい

河川水源を安定的に処理する浄水技術と、地形の複雑さからくる漏水の多さから配水区域をブロ

ック化し、効率的に取り組んだ有収率向上対策である。 

主な取り組みとしては、カンボジア水道人材育成事業、大連市水道公社との技術交流、国際貢

献を通じた水道事業の継承と人材育成、国際技術協力部門の創設がある。カンボジアでは、プノ

ンペン市水道公社のさらなる能力向上と地方水道支援を目的としており、今後も継続される。大

連市は北九州市の姉妹都市であり、そこから給水工事の施行管理や水質向上管理などについて、

職員の相互交流を通じた技術交流を行っている。このようなことを通じて水道技術を継承するこ

ととともに、職員の国際感覚や技術力を向上させることも狙っている。また独自の新しい技術協

力体制の整備するために JICA（国際協力機構）や KITA（北九州国際技術協力協会）等関連機

関と連携し、職員のみならず、OB技術者や民間人材も活用し、国際技術協力部門を創設するこ

とを目指している。 

今後は、水処理大手のメタウォーターと連携し、カンボジアやベトナムのハイフォン市で水道

管理を手がける予定である。 

 
①①①① 民間企業民間企業民間企業民間企業    

わが国において、水関連の事業を行っている民間企業は多数存在する。その分野は様々であり、

成長の可能性もさまざまである。（図表 15参照）    

図表１５．図表１５．図表１５．図表１５．    

それぞれの企業は高い技術を有しており、世界でもトップレベルといわれている。ここでは、

民間企業の技術力を示す産業として膜技術を取り上げる。 

民間企業が強みを持っている膜は、海水淡水化事業や水の再利用事業などに使われる。わが国

の民間企業はこの膜分野で、大きく世界シェアを握っている。そのシェア率は水処理膜全体の市

場で見ると 60％、海水淡水化用の逆浸透膜市場で見ると 70％にも達する。（図表 16参照）膜技

術を得意とする企業の代表例として東レや日東電工がある。 
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第第第第6666節節節節    われわれの問題意識われわれの問題意識われわれの問題意識われわれの問題意識    
これまで本章において現状分析を行ってきた。それからわかることは、水ビジネスが今後大き

く成長するであろうこと、わが国の民間企業には世界に誇れる技術があること、地方自治体も水

道事業運営で培ったノウハウを生かし海外展開に取り組んでいること、である。 

しかし、このような技術を持っていても、大きな成果として結実しにくいのがわが国の現状で

ある。その背景には、二つの問題が潜んでいると言える。 

第一に、自治体の展開に関しては法律が妨害要因となっている点が挙げられる。地方公営企業

法第 3条によれば、「地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的

である公共の福祉を増進するように運営されなければならない」となっている。他にも、地方公

務員法第 38条や地方公営企業法第 21条第 2項など、地方自治体のあり方について規定されて

いる法律が多数ある。これらの法律に鑑みると、地方自治体（地方公営企業や地方公務員含む）

が海外で営利目的とした活動を行う事態が想定されていないことがわかる。このことは、地方自

治体の海外活動を妨げる大きな要因である。 

 第二の問題として、膜技術など有用な技術を有している民間企業側にも、利益が大きくなりに

くい理由がある。水処理膜などの素材供給分野は、水ビジネスの一分野として、重要なものであ

り、この分野においてわが国企業の存在感は非常に大きい。しかし、問題はわが国の民間企業は、

この素材供給分野にしか強みがないことである。 

図表 17からわかるように、水メジャーなどの企業は、「部材・部品・機器製造」、「装

置設計・組立・施工」、「事業運営・保守・管理」のすべてに分野横断的に事業展開をし

ている。一方で、わが国では、それぞれの分野を民間企業や、自治体が個別に担ってい

るのが現状である。 
このように、わが国では、素材供給分野の企業とエンジニアリングを行う企業と商社

の三つのプレイヤーが各々個別に動いているために、包括的に事業を行う水メジャーにく

図表１６． 
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らべて、規模の経済・範囲の経済が働かない。その結果、各社の得られる利益は小さくなると考

えられる。 

われわれはこの点を問題と考えた。そこで、水ビジネスに分野横断的に取り組むことができる一

体的な枠組みとして、自治体を中核に据えた水ビジネス促進チームを築き、その国際展開戦略を

考えていくこととした。 

    

    

    

図表図表図表図表 17171717．．．．    

    

経済産業省 「水ビジネスを取り巻く現状」より抜粋    
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第2章 先行研究・本稿の位置づけ先行研究・本稿の位置づけ先行研究・本稿の位置づけ先行研究・本稿の位置づけ    

先行研究：『水ビジネスに挑む地方自治体の動き』吉村和就（都市問題２０１０年６月号） 

 

本稿の執筆にあたり、先行研究として吉村（2010）を挙げる。この論文では、水メジャ

ーを抱えるヨーロッパやアジア各国の取り組みについて紹介されている。そのうえで我が国

における取り組みと比較している。フランスにおいては市場において 2 つの巨大勢力がビ

ジネスを展開しているが、この 2 社が大きな契約を締結する際には、自国の大統領と相手

国のトップが会談し、「地ならし」をしていることが成功要因であると書かれている。シン

ガポールにおいては、かつてはマレーシアからの輸入で賄われていたが、契約更新時に今ま

での 100 倍の代金を請求された。そのため危機にひんしていると感じたシンガポールは、

外資系の水処理会社を誘致し、国内企業と組ませて短時間にその技術力やノウハウを取得

し、華僑のネットワークを使い世界市場に進出した。韓国は研究開発事業を開始し、8400

億円の国内市場を 1兆 5000億円に育成し、その過程で得られた知見、ノウハウで、世界で

活躍できる企業を 2つ以上育成することを目標としている。 

わが国の企業においては、国内企業同士がアライアンスや統合し、その資産や運営能力を

高めている。例えば、荏原製作所の水処理技術、日揮の海外プラント工事の実績と実施能力

三菱商事の情報収集能力と営業能力、資金調達力など各企業の強みを生かした新会社が設立

されている。またわが国の企業同士だけではなく、我が国の企業が海外企業と提携する動き

もみられている。さらにはわが国の企業が海外の事業体を買収する動きもある。 

わが国の地方自治体の取り組みについては、自治体が単独で途上国の水事業を支援してい

たり、わが国の企業と自治体と協力して海外の水ビジネスに進出したりしている。これから

の自治体の海外進出の課題として、海外で活動する法的根拠がないこと、公民連携の新しい

仕組みの必要性がある。特に金融については公的金融機関の活用が不可欠であり、また国が

外交などで関与していくことが必要とされていると書かれている。 

海外に出ていくことで自治体は国内の収入減に対する収入源の多様化、収益還元。海外経

験の豊富な人材の育成、コスト削減の多様化なども図れるであろう。日本の技術を活かし、

国際貢献的な立場からもメリットが考えられる。 

なお、本稿では、自治体が持つ運営・管理ノウハウを活かす海外展開戦略を構築する。そ

の際、膜技術などのわが国が強みを持つビジネスも抱き合わせて展開していく。その効果と

して、要素技術として使用されてきた膜技術などを、一括的な運営の中に組み込むことによ

って海外へ売り込むという点がある。この点に、本稿のオリジナリティを見出す。以下では、

水ビジネスが盛んになっている国々の政策や、水メジャーの海外展開戦略に関して分析し、

われわれのビジョンをより明確化していく。 
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第3章     分析分析分析分析    

第 1 章では、近年隆盛を見せる水ビジネスの現状を確認し、わが国がどのように取り組

んでいるのかを概観した。その中で、我々が問題意識を持ったのは、水ビジネスにおける

各プレイヤーが、個別に活動しているということである。以下ではこの問題意識のもと、

日本が水ビジネスで海外に展開し、今後成長産業として育成していくためにはどのような

ことが必要なのかを考えていく。そのために、水ビジネスの分野に一足先に参入している

水メジャー、そして水メジャーが育ったフランス、そして、シンガポールの事例研究を行

い、政策提言を考えるための一助としたい。 

第第第第1111節節節節    水メジャーの事例水メジャーの事例水メジャーの事例水メジャーの事例    
本節では、水ビジネスにおいて活躍する、水メジャーについてそれぞれの事例研究を行う。分

析対象は、①ヴェオリア・ウォーター、②スエズ・エンバイロメント、③テムズ・ウォーターの

3社とし、各社の事業戦略を分析する。 

 

① ヴェオリア・ウォーター 
ヴェオリア・ウォーターの事業戦略は大きく 2つの柱から成り立つ。官民パートナーシ

ップ（PPP）の推進と産業分野における水処理アウトソーシングの拡大である。まず、官

民パートナーシップの推進について考察する。ヴェオリア・ウォーターは、欧州を中心にア

ジア太平洋諸国、アフリカ、中東、アメリカで上下水道事業におけるコンセッション・リー

ス契約などの官民パートナーシップを推し進めている。コンセッション契約は、インフラ施

設における運転、維持管理、更新・改良に至るまで、その責任を公的部門の代わりに受託し

た民間が請け負う契約である。受託者である民間企業は、上下水道料金の徴収をもってイン

フラ設備の投資コストを回収する。契約期間は 20～50年の長期に及び、ユーザーへのサー

ビス管理責任も受託者が負うのがこの契約の特徴である。 

また、リース契約としてアフェルマージュも推進されている。アフェルマージュは公設民営の

一形態である。この契約では、委託者である公的部門がインフラ施設の建設・整備に関して資金

拠出を行い、施設の運営管理に関しては民間企業に委ねる形をとる。契約期間は、一般に 10～

20年で、コンセッションに比べ短い。コンセッションとの最大の違いは、民間企業（受託者）

にとって、施設の改良や拡張に伴う資金供与が不要である点である。公共部門の負担を小さくし、

民間の資金・技術力を活用できるコンセッション、アフェルマージュは途上国の大規模なインフ

ラ整備に用いられている。 

次に、もう一つの柱である産業分野における水処理アウトソーシングの拡大について考察す

る。ヴェオリア・ウォーターにとって、水処理アウトソーシング拡大の原動力となったのは 1999

年のアメリカ企業 USフィルターの買収である。当時、USフィルターは世界 94カ国で水処理

装置の設計・製造販売およびメンテナンス事業を手掛けており、売上は 50億ドルにも達してい

た。加えて、2000年～200１年にかけての韓国での大規模プロジェクトの受注も大きな原動力

となった。これを契機に、ヴェオリア・ウォーターはアウトソーシングの新たなビジネスモデル
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として、AOTと BOTiiiiiiiiを国際的に推進していった。アメリカと韓国での事例を経て、ヴェオリ

ア・ウォーターは 2003年時点で売上高 113億ユーロのうち、28％にあたる約 32億ドルが産業

アウトソーシングに関連する売上となった。2008年末段階では、石油・ガス・石油化学・電力・

エネルギー・製鉄業など約 450の企業とアウトソーシング契約を締結している。 

② スエズ・エンバイロメント 

続いて、スエズ・エンバイロメントの分析を行う。スエズ・エンバイロメントの事業戦略の柱

は二つで、官民パートナーシップの推進と海水淡水化施設事業の展開となっている。まず、官民

パートナーシップの推進は、ヴェオリアの分析でも見てきたように、コンセッションやリースの

契約を結ぶことで、海外へ展開していく手法である。スエズ・エンバイロメントは欧州を中心に、

アフリカ・中東・アメリカ・アジア・オセアニアで事業を展開している。代表的な事例として、

1998年、グループ企業の一つ Lydecによるモロッコでのコンセッション契約締結がある。この

事例では、モロッコ政府と 3つの自治体（カサブランカ、モハメディア、アイン・ハロウダ）

との間で締結されたもので、契約期間は 30年である。この契約は、上下水道事業に加えて電力

サービスまで一括で委託されたもので、世界初の契約となった。 

次に、スエズ・エンバイロメントの海水淡水化施設の設計・建設、運転・維持管理事業戦略に

ついて見ていく。スエズ・エンバイロメントは海水淡水化事業iiiiiiiiiiiiに注力しており、グループ企業

の中では、デグレモン社が同分野への強みを有している。1972年、デグレモン社がフランス国

内で初めての海水淡水化施設を建設した。それ以来、30年以上にわたる経験で、250件以上の

納入実績を作ってきた。供給能力は日量 200万㎥に達する。海水淡水化法には蒸留法と逆浸透

膜法ivivivivがあるが、デグレモン社は両方を組み合わせたハイブリッド式を 2001年 UAE・フジャイ

ラで導入した。（図表 18参照）    

図表１８． 

国・都市国・都市国・都市国・都市    供給開始年供給開始年供給開始年供給開始年    供給量（供給量（供給量（供給量（㎥㎥㎥㎥////日）日）日）日）    

UAEUAEUAEUAE・フジャイラ・フジャイラ・フジャイラ・フジャイラ    2001 170,000 

オーストラリア・オーストラリア・オーストラリア・オーストラリア・    
パースパースパースパース    

2006 144,000 

オマーン・バルカオマーン・バルカオマーン・バルカオマーン・バルカ    2006 120,000 

スペイン・スペイン・スペイン・スペイン・    
バルセロナバルセロナバルセロナバルセロナ    

2009 200,000 

オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア    
・メルボルン・メルボルン・メルボルン・メルボルン    

2011予定 450,000 

 

また、2009年 7月にはオーストラリア・ヴィクトリア州政府が進める世界最大規模の日量 40

万トンの海水淡水化事業を、スエズ・エンバイロメントが参加しているアクアシュア・コンソー

シアムが落札し注目を浴びた。このコンソーシアムには伊藤忠商事も出資を行っている。本プロ

ジェクトは、建設事業費 2800億円で、2011年末に設備建設が完了、今後 27年間にわたり水の

安定供給を担うプロジェクトとなっている。 

③ テムズ・ウォーター 
最後に、③テムズ・ウォーターの分析を行う。テムズ・ウォーターは、1989年、イギリス

の水道事業民営化に伴って誕生した企業である。ロンドンとその周辺地域での水資源管理、

上下水道事業を担っていた。テムズ・ウォーターは民営化以後数年間、国内における利便性

の向上や水道インフラへの投資を行っていた。しかし、民営化から 6年ほど経った頃から

海外進出を積極的に推進し始めた。1995年に、タイ・バンコク、中国・上海、オーストラ

リア・アデレードへと展開し、翌年には、プエルトリコやトルコで大型のプロジェクトを受

注した。具体的にみると、上海でのプロジェクトではダ・チャン浄水施設の建設・維持管理

を請負、7800万ドルの投資で日量 40万トンの施設を建設した。契約は 23年間で、中国に
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おいて外資による初の BOT契約となった。また、トルコのイズミット市での BOT契約で

は、契約期間中に大地震が起こった。しかし、テムズ・ウォーターはコンテナやタンクロー

リーで供給を続け、国際貢献の色彩を強めた。 

ところが、テムズ・ウォーターは、海外展開が順調に進んでいた 2001年にドイツのエネルギ

ー会社大手の RWEにより買収された。ちなみに、RWEはアメリカ水道事業最大手のアメリカ

ンウォーターも買収し、水ビジネス分野での地位を高めていった。2003年当時、世界 46カ国

で 70万人に上下水道サービスを供給しており、ヴェオリア・スエズに次ぐ世界第 3位の水道会

社に成長し、社名も RWEテムズ・ウォーターに変わった。RWEテムズ・ウォーターはヴェオ

リア・スエズに対抗していくために、おもに次のような 3つの戦略を立てた。⒜複合企業から

多角的公益企業への転換、⒝国際展開、⒞リスクの低減である。以下で、一つずつ検討する。 

まず、⒜多角的公益企業への転換について見ていく。この戦略のポイントは、公共事業への絞

り込みと事業間における相乗効果の確保の二点である。RWEテムズは中核事業に公益事業を据

えて、投資を集中させた。加えて、公益事業間の相乗効果を狙った。 

次に、⒝国際展開の戦略を見ていく。ポイントは、成長可能性が大きいアメリカへの進出、す

でに足場を固めていたアジア・太平洋圏への参入、事業経験・実績・専門知識を活かした展開戦

略の三点である。RWEテムズ・ウォーターは、アメリカとイギリスにおいて主導的な水道企業

になり、アメリカ市場では更なる成長を見込んでいた。加えて、チリ、中国、トルコなどの途上

国市場にも足場を持っており、多くの市場開拓が可能であった。さらには、技術的経験や専門知

識のストックが豊富で、それらを活かす形で展開を進めた。 

最後に、⒞リスクの低減戦略について見ていく。ポイントは、多国籍水道企業との合弁、反発

の大きい民営化を回避し政治的リスクを低める戦略の二点となる。RWE テムズは、多国籍企業と

の合弁を図り、国際展開を進めた。しかし、合弁した相手企業の失敗が直接的に自社の評判にか

かわるという難題に直面した。そのため、展開した先での政治的リスクが表面化した。このリス

ク低減のために、民営化を避け、BOT 契約を積極的に推進した。その理由は 3つに集約できる。

契約が単純で批判が起きにくく、リスクが少ないということである。 

以上に見てきたように、RWEテムズは戦略を進めてきたが、2006年 12月に売却し RWEテ

ムズは、事実上水道事業から撤退したvvvv。2006年 12月以降は、目立った投資活動は見られない。

一方で、イギリス国内では依然として水道事業会社の地位を保っている。 

 

第第第第2222節節節節    フランスの事例フランスの事例フランスの事例フランスの事例    
続いては、国家により国際展開の事例としてフランスの取り組みを考察する。 
まずはフランスの政策をみていく。フランスの特徴は、公務員制度と資金調達の方法にあ

る。フランスでは、コンセッションやアフェルマージュ契約を結んだ企業に対し、公務員が

その身分を保持したまま出向や休職ができる。そのため、コンセッションやアフェルマージ

ュ契約の導入が円滑に行われ、ノウハウの移転がスムーズに進むようになっている。また、

フランスでは一般的に事業費の 2～3割は政府（水管理局）からの低利融資や補助金で賄っ

ており、残りは民間金融機関で調達するようになっている。地方公共団体が調達する場合、

調達先を自ら選ぶことになる。そのため、契約内容に関して、民間資金が活用されることが

前提とされている。さらに、フランス政府はインフラ技術売り込みのための外交政策にも注

力しており、フランスのシラク前大統領は水ビジネスをトップセールスという形で積極的に

海外に売り出す外交戦略をとっていった。このような、国のトップによる外交戦略も重要性

を増しているといえる。 
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第第第第3333節節節節    シンガポールの国際的取り組みシンガポールの国際的取り組みシンガポールの国際的取り組みシンガポールの国際的取り組み    
続いて、国家戦略の事例として積極的に水ビジネスを育成してきたシンガポールを取り上げ

る。 

シンガポールは建国あまり 40年余りの比較的新しい国である。これまで交通・通信網、港湾設

備等のインフラを整備し、海外の産業・企業誘致を積極的に推し進めてきた。その結果、産業立

国を実現し、合わせて東南アジアの金融センターとしても確立している。 

シンガポール政府は官民で構成される諮問委員会とともに、重点産業を設定し、積極的な新産

業育成を目指している。これまでに、バイオメディカル、双方向デジタルメディア、環境・水処

理技術、クリーンエネルギーの 4 分野が設定されている。以降では、この中の環境・水処理技

術におけるシンガポールの取り組みについてみていきたい。 

 シンガポールは自国の水需要の約半分を隣国のマレーシアに依存してきた。ところが、両国が

1960年代に結んだ水の供給に関する契約が、2012年に期限切れとなり、契約を更新する必要に

迫られた。しかし、マレーシアは供給料金を従来の 20倍とすることを要求したため、シンガポ

ール政府にとって水資源の自給が喫緊の課題となった。 

 そこでシンガポール政府は、水資源の自給率をできる限り高め、最先端の水技術が集まる、世

界のウォーター・ハブとなることを目指し、水ビジネスに戦略的に取り組むようになった。現在

では、水・環境事業を成長産業の一つと据え、具体的には 2015年までに世界の水ビジネスに占

めるシンガポールのシェアを現在の 1％未満から、3％まで引き上げることを目標に掲げている。 

 シンガポールの水資源に関する政府機関としては、Ministry of the Environment and Water 

Resources(環境水資源省)があり、その傘下に 

・National Environment Agency(NEA:国家環境庁) 

・Public Utility Board(PUB:公益事業庁) 

の 2つがある。 

NEAは排水規制に加え、大気・土壌などの環境規制も行っている。一方、PUBは 2001年４月

の大幅な組織改革によって、水資源の確保・上水・下水・再生水など、国内の水関連政策全般を

一元的に管理する機関となった。このため、シンガポール政府はスムーズに水政策を行うことが

できる。PUBの取り組みの一つが、高い水処理技術や淡水化技術を持つ企業の誘致である。PUB

は、シンガポールの水資源の増加と水質の安全性の確保に貢献し、コスト削減の技術やアイデア

を持つ企業であれば、海外企業であっても積極的に誘致し、共同で研究開発を進めてきた。つま

り、シンガポールに拠点を置く企業であれば、本社の国籍を問わずに政府が資金援助を行ってき

たのである。 

また、こうした企業誘致に際して、シンガポール政府は 100億円以上を投資し、「ウォーター・

ハブ」という水ビジネス育成施設を建設した。これは現在多くの外資系企業の研究開発拠点とな

っている。例としては、淡水化プラントに技術提供したエンジニアリング会社ブラック・アンド・

ビーチ（米国）、複合企業ゼネラル・エレクトリック（GE、米国）の水処理部門 GEウォーター、

水・エネルギー分野などのエンジニアリング業務を手掛ける CDM社（米国）、シーメンス・ウ

ォーター・テクノロジーズ（ドイツ）、オランダの水処理会社デルフト・ハイトロリクスなどが

自社の研究開発拠点をこの「ウォーター・ハブ」内に置いている。当施設は世界最先端の分析装

置を有しており、ここに拠点をおく企業はこうした高機能設備を利用でき、隣接する下水処理場

において実証的な研究をおこなうこともできるという。 

シンガポールは海外企業の誘致と同時に、国内水ビジネス育成にも取り組んできた。海外から

経験やノウハウを有する企業や専門家を誘致するだけでなく、自国の企業や研究機関にも 250

億円もの経済支援を行い、ビジネスノウハウを学ばせ、国産の水ビジネス企業群を育成してきた

のである。シンガポールの水ビジネス企業であるハイフラックス社は、1989 年に設立した企業

であるが、昨今水ビジネスの分野で急速に成長している。ハイフラックス社は現在、中国で 35

のプロジェクト、総額 600億円程度を受注している。 
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このような政府の取り組みの結果、PUBは 2007年 8月、水産業界のノーベル賞とされる「ス

トックホルム・インダストリー・ウォーター・アワード」を受賞した。受賞の背景には限られた

水資源を賢明に活用し、さらに経済発展に繋げていることがあげられている。 
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第4章     政策提言政策提言政策提言政策提言    

 以上の分析を踏まえて、政策提言へ移るにあたりポイントを整理する。主なポイントは二点あ

る。まず、進出地域の各国との関係性を強化する必要性がある。水メジャーの事例でも見てきた

ように、BOTや AOT、コンセッションなどの契約を結ぶ際、どの手法が一番よいのかについて

は国によってそれぞれ異なっている。そのため、相手国との連携は不可欠であり、相手国のニー

ズを把握することが必須である。 

 また、国家を挙げての水ビジネス推進政策の必要性もある。分析で見てきた事例では、国内で

のビジネス育成政策が主であったが、海外展開する場合においては、フランスの事例で見たよう

なインフラ技術のトップセールスなど外交政策が果たす役割が非常に大きいといえる。 

 以上の点を勘案して、われわれは水ビジネスにおける国際展開に向けたビジネスモデルの構築

を行い政策提言とする。各節で述べるモデルに関しては章末にあるイメージ図を参照していただ

きたい。 

第第第第1111節節節節    国内での連合形成までのモデル国内での連合形成までのモデル国内での連合形成までのモデル国内での連合形成までのモデル    
まずは、国内での企業連合形成までのモデルを考えていく。われわれのビジネスモデルにおい

て、中核をなすのは地方自治体である。地方自治体は、水道設備の管理・運営ノウハウを蓄積し

ており、それを活用するプレイヤーとなる。現状分析の事例でも見てきたように、東京都をはじ

めとした大規模な自治体は、国際展開の一環としてインフラ技術輸出を積極的に推進している。

この活力を活かしていく。しかし、地方公営企業法などでは、「地方自治体は公共の福祉の増進

に努める」とされており（現状分析参照）、地方自治体が国際展開をするという形は想定されて

いないのが現状である。 

そのため、官民共同出資の株式会社を作ることを考えている。この株式会社に、事業を委託す

る形で、地方自治体が持つノウハウを移転していくのが狙いである。このような株式会社の事例

として、東京都から水道サービスを委託されている、東京水道サービス株式会社がある。この会

社は、東京都 51％、民間企業（金融機関など）49％の割合で出資がなされており、この出資比

率は一つの参考となる。今後、官民の間の出資比率に関して考えていかなければならないが、わ

れわれとしては、公的セクターの方が、出資比率が高い株式会社を想定している。これは、公的

セクター主導による水ビジネスを推進していくためである。 

株式会社を作る際、われわれは一つの制度の導入も同時に考えている。それが、フランスの事

例でみた柔軟な公務員制度である。フランスでは、公務員がその身分を保障されたまま、民間企

業への出向などが認められている。（もっと詳しくできる？）この制度導入の狙いとして、水道

局から出向した職員が、株式会社で仕事を行って、また戻れる制度を整えることがあげられる。

制度導入の効果として、水道局からの積極的な出向を促し、官民の人材交流を図ると共に、ノウ

ハウのマッチングを推進することが期待される。 

 次に、自治体設立の株式会社を中心とした民間企業連合構築のプロセスを考察していく。まず、

株式会社が事業計画を作成するプロセスからみていく。はじめに、ビジネス展開をする市場を決

定する。決定するにあたり、国や地方自治体と強いつながりを持つ地域を対象としていく。例と
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しては、自治体との交流がある姉妹都市や ODA援助国が挙げられる。このような市場で、国が

関与していくことで、国を挙げてのビジネス推進が期待できるのが特徴である。市場を決める際

は、相手国候補となる国や地域のリスクや水道事業の現状など実態を把握する必要がある。その

ため、情報提供と事業展開へのアドバイザーを担うプレイヤーとしてコンサルティングファーム

の活用も考えている。コンサルティングファームにとっての利益となるだけではなく、事業展開

を考える株式会社にとっても非常に有益なものとなるといえる。 

 リスクや現状などを把握した上で、市場（国）を特定化したら、次は具体的な交渉をするプロ

セスに入る。ビジネスの相手となる国・地域にも、水道事業を行う事業体が存在する。この事業

体との折衝は、国際展開する上で欠かせない。まず、国レベルでの協議を行う。水道事業を共同

で行うにあたって、リスクや問題が顕在化する可能性があり、そのリスクプーリングの役割を国

家が担う必要性があるためだ。そのきっかけとして、ODAなどを活用していくのがよいだろう

と考えている。 

 国レベルでの関係性が構築できたら、次は現地の事業体との交渉を行う。ここでは、商社のよ

うなビジネスに関する契約や仲介に長けたプレイヤーを活用すべきであると考えている。商社と

現地事業体、株式会社の 3社での協議を経て、具体的な事業内容を決め、費用などの概算も行

う。この段階で、AOT、BOT、コンセッションといった契約体系も決定する。以上のプロセス

を経て、株式会社は海外で行う事業内容の詳細を決めていく。 

 次に、事業を行う民間企業連合体の構築までのプロセスを考察する。？先ほどのプロセスを経

て決められた事業計画を、株式会社はまず水ビジネス関連の民間企業に提示する。その後、膜技

術をはじめとした周辺技術に強みを持つ民間企業を募集する形をとる。ここで、膜技術に長けて

いる東レをはじめとした企業を集めていくのであるが、大きな狙いは、事業への参画を目論む企

業間での競争を促すことにある。これにより、更なる質の向上とコストパフォーマンスの改善が

期待できると考えている。一定の応募期間を経て、入札を行う。入札に関しては一般的な競争入

札を考えている。質とコストパフォーマンス、海外での実績や売上高、シェアなどを総合的に勘

案して株式会社の事業に同行する企業を決定する。このプロセスを経て、日本国内企業の連合体

を構築する。そして、この連合体を連れて海外での事業展開をしていく。 

 

第第第第2222節節節節    海外に展開してからのモデル海外に展開してからのモデル海外に展開してからのモデル海外に展開してからのモデル    
 ここからは、海外に展開してから現地で事業を行うまでのモデルを構築していく。先ほどまで

のプロセスを経て、海外での事業内容、連合体をなす企業が決まったが、次に、現地企業との折

り合いが必要であると考えられる。事前の段階で、事業内容までは折り合っているが、現地での

日程や施工プロセスなどがまだ決められていなかった。この段階では、現地企業とわが国が作っ

た企業連合体との間で、商社を介して、タイムスケジュールを組んでいく。今まで述べてきたプ

ロセスを経て、水ビジネスの海外展開を行い、地方自治体の海外展開ニーズ、民間企業の市場開

拓ニーズ、商社の新たなフィールドへのビジネス展開ニーズのすべてを満たしていくことで、一

体的な水ビジネスの推進を目指していく。また、事業展開の資金に関しては民間金融機関や政府

系金融機関の融資を積極的に利用していく方法が考えられる。最近は、メガバンクをはじめ金融

機関の環境事業関連融資が積極的で、金融機関の投資意欲も満たすことができる点で、一挙両得

である。 
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第第第第3333節節節節    展開する事業の種類、国家の役割につい展開する事業の種類、国家の役割につい展開する事業の種類、国家の役割につい展開する事業の種類、国家の役割につい

てててて    
ここでは、先ほどまで述べてきたプロセスに国がどう関与していくのかについて述べる。 

われわれが構築してきたビジネスモデルにおいて、国の役割は大きく二つある。一つが、資金面

のサポートを行うことで、もう一つが、わが国の水ビジネスに関する技術をトップセールスする

ことである。 

まず、前者の資金面のサポートについて考えていく。われわれが構築してきたビジネスモデル

の中で、多額の資金が必要なのは、自治体による株式会社の設立時とビジネスを展開する時であ

る。分析のところで述べたフランスの事例において、事業費の 2～3割は政府による低利融資や

補助金で賄われていると紹介した。この例のように、政府による資金援助は欠かせない。また、

先ほど述べたように、事業展開に関する資金は金融機関による資金提供を考えている。しかし、

国際ビジネスではカントリーリスクをはじめ様々なリスクが潜んでいる。そのリスクは、最大限

プーリングされなければならない。そのため、事業に関する融資を円滑に進める上では、融資額

にたいして政府保証を行う必要があると考えられる。この点でも政府が果たす役割は非常に大き

い。 

 次に、トップセールスについて考えていく。フランスの事例でも見たように、水ビジネスを展

開する上で、首脳による外交政策が果たす役割は大きい。トップセールスによる国と国との関係

性の構築によって、ビジネスを展開できるフィールドが広がっていくと考えられるためだ。最近

では、日本でも鳩山政権下で前原誠司国土交通相が、新幹線技術に関するトップセールスを行っ

ていた。このことは、わが国にもトップセールスが重要であるという認識が広まってきた証拠で

ある。 

 

第第第第4444節節節節    日本が狙う事業分野日本が狙う事業分野日本が狙う事業分野日本が狙う事業分野    
 以上でビジネスモデルを構築してきたが、わが国がこのモデルを用いて行っていく水ビジネス

のあり方とはどのようなものだろうか。われわれは、①新興国などの水道設備などを必要とする

国に対する、設備の建設から運営・管理までを包括的に行う事業と②すでに整備の整った先進諸

国などでの設備更新などを担う事業の二つを想定する。 

 まず、①新興国などでのビジネスでは、水道設備の整備などのニーズに応えていくところから

はじまり、その設備を管理・運営して、最後には現地に経営を任せていくところまでを担う。水

メジャーが得意とする事業形態である。そこに、膜技術などのわが国独自の強みを持つ技術を組

み込み、その部分のメンテナンスや更新に関しては、わが国企業にしか扱えない形を作る。この

ことにより、膜などを強みとする企業には定期的に受注が入る仕組みを構築する。 

 次に、②先進諸国でのビジネスでは、すでに整っている設備の更新需要を狙っていく。わが国

をはじめとした、先進諸国では設備の更新需要が今後高まると予想される。そこで、設備の更新

需要に応えるだけではなく、よりよいわが国の水道技術を提供することにより、わが国の技術へ

の信頼を築いていくことで、ビジネスとしての展開も見込める。 

 

第第第第5555節節節節        懸念事項懸念事項懸念事項懸念事項    
 最後に、これからの課題について考えていく。まず、一つにモラルハザードが起こる懸念があ

る。水ビジネスの推進に際し、企業連合の大きな目的は多くの利潤を得る構造を作ることである。
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利益が出なければビジネスとして国際展開をする意義は薄れていく。だが、利益をあまりに追求

しすぎれば、サービスの低下や料金の上昇など弊害をもたらす可能性がある。水インフラの性質

上、インフラを提供される国にとっては、利益追求により引き起こされる弊害は死活問題となる。

これを防ぐために、国家による監視・規制が不可欠である。 

 また、民間金融機関を資金融通のプレイヤーとして活用し、そこに一定の政府保証を与え

るべきだと述べたが、政府保証の財源をどこから捻出するのか、この点に関する懸念もある。

ビジネスを遂行する上で、資金融通は重要だが、財政逼迫の状況下で、政府保証という形で

リスクプーリングができるとは限らない。 

以下（ビジネスモデルのイメージ） 
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入札入札入札入札    
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第5章     終わりに終わりに終わりに終わりに    

本稿では、水ビジネスの推進に向けた国際展開のためのビジネスモデルを構築した。政策提

言の核は、水ビジネスに参入するそれぞれのプレイヤーが、それぞれの強みを生かせるよう

な一体的枠組みを作ることにある。この政策提言を実際に実行に移すために必要なことは、

それぞれのプレイヤーが、個々別々ではなく国家戦略として、一体的に取り組む必要性を認

識することが重要である。水ビジネスの海外展開は、自治体にとっては、国内水道の財政逼

迫状況を改善するための収益基盤の強化につながる。民間企業にとっては成長余力が小さい

分野でビジネスを行っている現状から、より成長余力の大きい包括的なビジネス経営に参画

できることで収益の増加が見込める。商社にとっては、新たなフィールドの開拓につながる。

われわれの政策提言は、この三つのプレイヤーのインセンティブを生み出す政策である。 

また、自治体を中心としたビジネスモデルは、東京都や大阪市などの大規模な自治体にの

み適用されるものであるとは考えていない。われわれのビジネスモデルをより一般的に適用

できるものにするために、自治体間の広域連携を考える必要がある。規模の小さな自治体は、

単独で株式会社を興すほどの余裕があるとは限らない。そのため、いくつかの自治体で連携

して一つの株式会社を興し、その会社を核として海外展開のモデルを適用していくあり方も

模索していかなければならないと考えている。 
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