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２  国内の動向 

（１） 国における対応 

世界の水問題への関心が高まる中で、この問題をビジネス・チャンスとして捉え、積極的な海

外展開が行われている。 

我が国においては、平成２２年６月１８日に閣議決定された「新成長戦略」では、アジア展開

における国家戦略プロジェクトの中で、「自治体の水道局等の公益事業体の海外展開策を策

定・推進する。これらの体制・制度を整備し、官民連携して海外展開を推進することにより、２０２

０年までに、１９．７ 兆円の市場規模を目指す。」としている。 

この施策の推進に当たり、７月６日には、国土交通省、経済産業省及び厚生労働省が事務

局となり「※海外水インフラＰＰＰ協議会」を設立した。 

※
上下水道など海外の水インフラプロジェクトに関して官民による情報の共有・交換を行うことを目的とした協議会。民間企業の委

員１３９名のほか、国土交通省、厚生労働省、経済産業省、環境省、外務省、総務省、関係機関、自治体を含め、合計１８６名の

委員により構成。 

 

また、平成２２年１１月に、国土交通省、厚生労働省、経済産業省、環境省の４省で、「水

分野国際標準化戦略検討委員会」を設置、日本の優れた水関連技術が世界で活用される

よう、水分野の国際標準化に向けた戦略を検討している。 

さらに、２２年９月にはパッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合が開催され、将来性

の高い重点分野として、原子力発電・高速鉄道・水が選定され、１２月には水分野をテーマ

に大臣会合が開催された。 

一方、インドやベトナムで海外展開のトップセールスを推進する動きが見られ、平成２２年１２

月に国土交通省がベトナム建設省と下水道の建設や運営に関する協力についての覚書を締結

している。 

なお、各省庁の水ビジネスの海外展開の取組については、次のとおりである。 

 

ア 経済産業省 

経済産業省では、我が国の水インフラの積極的な国際展開を後押しするため、平成２１年９

月に「水ビジネス・国際インフラシステム推進室」を設置した。 

１０月には「水ビジネス国際展開研究会」（座長：伊丹敬之東京理科大学大学院教授）を設置

し、水ビジネスを国際展開していく上での課題及びその解決のための具体的方策について検

討を重ねてきた。 

平成２２年４月、水ビジネスについて日本が目指すべき方向性や課題を「水ビジネスの国際

展開に向けた課題と具体的方策」としてまとめ、国内企業による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等、官民一体で取り組むことにより、２０２５年の民営化され

た海外水ビジネスのうち、１．８8兆円（約６%）の獲得を目標としている。 

 

○「水ビジネスの国際展開に向けた課題と具体的方策」の概要 

 

 

日本企業は主として部材・部品・機器の納入や装置設計・組立・建設といった

サブ・コンストラクターにとどまっている。 
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  海外市場において水ビジネスを展開するためには、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、マネージメントする力が求められているが、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。 

そのため、国内企業は、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てい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、国内企業単独では入札事前資格審査を通過できな

い。 

 国内企業が海外展開するためには、入札事前審査を満たす海外企業又は地方

自治体等と協力する形態を基本として海外市場に参入する必要がある。国内企業

が運営・管理の実績を蓄積する主なアプローチとして、次の３つが想定される。 

①  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を設立するケース 

なお、現行法令において、第三セクターが海外で水ビジネスに参画する場合の

制約は存在しないが、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。 

 

イ 厚生労働省 

厚生労働省では、今までＯＤＡによる国際貢献や水道セミナーの開催により、日本技術の優

位性をアピールするなど、海外諸国との信頼関係の構築に努めてきた。 

今後、東南アジアや中国のニーズに対応した水道システムのモデルづくりを進めていく。当

面５カ年で毎年２～３か国を選定し、各国１事業以上を目標に事業化をする方針である。 

また、地方公共団体と水道関連企業との連携強化や資金調達の支援（※ＪＢＩＣ、ＪＩＣＡ、ＮＥＤ

Ｏ等の政策金融の活用）を行っていく。 
※JBIC:国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫の国際部門 JICA:独立行政法人 国際協力事業団 

 NEDO: 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構  

地方公共団体との連携強化の具体策として、H２２年５月、「国際貢献・水ビジネスに関する水

道事業体情報連絡会」を設立し、海外展開に向けた取り組みを開始した地方自治体との情報共

有、官民連携のコーディネートを図っている。 

 

  ウ 国土交通省 

国土交通省では、産学官が連携して、わが国の優れた下水道技術の海外展開と世界の水と

衛生問題の解決に向けた取組みを推進するために、関係機関と連携して平成２１年４月に下水

道グローバルセンター（GCUS：Japan Global Center of Urban Sanitation 事務局:（社）日本下水

道協会）を設立した。 

また、平成２２年５月には、国土交通省成長戦略において、下水道分野における※日本版ハ
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ブを創設することとした。日本版ハブには、本県や滋賀県が誘致に名乗りを上げている。 
 

※
既存の下水処理施設(管理棟、会議室、広報スペース)を改良し、研究開発の拠点機能と下水道技術のショーケース機能、ネット

ワーキング機能等を付与することで、日本版ハブとして下水道技術の国際戦略拠点を創設するもの。 

 

GCUSでは、中国、インド、ベトナム、サウジアラビアを重点国として、国別活動グループを設

置し、現地調査や海外政府関係機関とのセミナーの開催など、我が国の下水道技術の海外展

開に向けた取組みを推進している。 

また、我が国の下水道技術の海外展開に向けた戦略分析や国際標準化などの横断的な課

題に対しては、課題別活動グループを設置し、検討を進めている。 

さらに、経済産業省と連携し、産学官共同で「日本版次世代※ＭＢＲ技術展開プロジェクト

（A-JUMP）」を実施し、国内の下水道事業への膜処理技術の普及だけにととまらず、海外にお

ける我が国民間企業の水ビジネスの海外展開を推進している。 ※膜分離活性汚泥法 

 

エ 環境省  

環境省では、平成２２年４月に環境と成長の両立に向けた「環境成長戦略ビジョン～チャレン

ジ 25 を通じた経済成長～」を取りまとめた。水ビジネス関連では、「日本が有する排水処理・し

尿処理システム等の水環境技術のアジア地域等国際的な普及推進」と「海外における水環境ビ

ジネスを担う人材育成」をうたっている。 

 

オ 総務省 

総務省では、平成２２年３月、「地方自治体水道事業の海外展開チーム」を設立し、地方自治

体が有する水道の運営・管理ノウハウを活用した海外展開について検討している。 

５月にまとめた「中間とりまとめ」の中で、現状の法規制の基で地方自治体が参画できる方法

について整理し、第三セクターを介して参画する方法、公営企業の附帯事業として参画する方

法の２通りの可能性を示唆している。 

また、企業局から総務省に地方自治体が海外展開する際の費用負担について照会したとこ

ろ、国際貢献に要する費用は公営企業会計の営業費用で支出して差し支えないという見解を

得た。 

 

○「地方自治体水道事業の海外展開検討チーム中間とりまとめ」の概要 

 

地方自治体の水道事業が海外展開するに当たっては、次に示す４つの観点を参考

のうえ、その趣旨・目的を明確にする必要がある。 

①  水道事業のビジネスとしての海外展開と国際貢献 

水道ビジネスの国際展開は、現地の生活水準の向上を通じて開発効果をもたらす

という観点からも国際貢献と考える。 

②  水道事業の持続性確保 

水道事業の海外展開を実施することにより、知識・技能が有効活用され、新たな収

入源ともなることから、水道事業の持続性確保に通じると考える。 
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③  技術の継承と人材育成（レベルアップ） 

水道事業を海外に普及することは、日本の水道職員の技術継承やリスク管理の実

践の場となるとともに、その経験のフィードバックにより人材育成にも通じると考える。 

④  地域産業振興 

水道事業の海外展開を官民連携して実施することは、地域の産業振興にも資する

ことからも有益なことと考える。 

 

また、実施主体については、第三セクター又は自治体が民間と連携することが現実

的である。 

① 第三セクターが民間と連携する場合 

・地方公共団体の職員を第三セクターに派遣する場合、「公益的法人派遣法」第１０

条に拠ることとなる。 

（総務省見解） 

・地方公共団体が出資する第三セクターの主たる業務が国内の水道事業等公益的

寄与業務と認められる場合には、地方公共団体から退職して派遣される職員が従

事する業務に特段の制約はない。 

 

 

② 自治体が民間と連携する場合 

・地方公営企業法の附帯事業に該当するか否かの検討が必要である。 

（総務省見解） 

・「附帯する事業」とは、地方公営企業の経営に相当因果関係を持つもの 

・相当因果関係とは、「本来事業と事業の性格上密接な関係にある場合」、「本来

の事業に係る土地、施設等の資産、知識及び技能を有効活用する関係にある

場合」等 
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（２） 企業における対応 

ア  主な商社の動向 

我が国では、上下水道事業は自治体が担当してきたため、民間企業には運営のノウハウ

や実績が乏しかった。 

そのため、我が国の総合商社は、現地水道会社等の実績のある海外企業と共同で、※Ｂ

ＯＴ、コンセッション案件を受注し、海外水関連事業を展開している。 
 

※
ＢＯＴ（Build Operate Transfer）：ＰＦＩの事業方式の一つ、民間事業者が施設等を建設し、維持・管理及び運営し、事業終

了後に公共施設等の管理者等に施設所有権を移転する事業方式 
※
コンセッション：公共施設の建設やサービスの提供について、民間会社が資金を出し、建設や施設整備のための負担を

して、公の許可（事業免許）を受けて事業を行う方式、フランス水道民営化の際とられた契約方式 

 

総合商社各社は、中国、タイ、フィリピン、サウジアラビア、メキシコ、チリ、オーストラリアな

ど全世界で水ビジネスを展開している。 

また、展開している水ビジネスも上下水道事業、工業用水事業、淡水化事業など様々な

事業にわたっている。 

事業内容も、我が国の民間企業が不得意といわれていたフルコンセッション事業まで手

がけている。 

また、ＮＥＤＯ事業等によりビジネス案件形成を目指している商社もある。 

 

イ  主な水処理メーカー、エンジニアリング会社の動向 

今までの海外戦略は、企業の技術を活かしたＥＰＣの受注であったが、近年、海外展開を

目指す企業は、ＮＥＤＯの省水型環境調和型水循環プロジェクトで案件形成に取り組んでい

る。今後の案件事業化の成否が鍵である。 

また、商社と水処理メーカー、エンジニアリング会社が共同で、海外において上下水道事

業を行っている現地企業を買収して、海外企業と組まずに海外展開を行う例もでてきた。 

水処理メーカー、エンジニアリング会社も、商社と同様に世界各地で水ビジネスを展開し
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ている。 

一方、海外展開の足場づくりとして、国内水道事業の官民連携を模索する動きもある。 

 

 ウ 企業側のニーズ 

（ア）企業局アンケート 

本研究会が設立される前に、企業局では水ビジネスのワーキンググループを立ち上げ

（平成２２年４月）、企業から情報収集を行った。 

母数は、国内企業６社と県内企業４社の計１０社と尐ないが、企業側の海外展開の関心度

の高さが判明した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、官民連携の必要性・形態・方法についてもアンケート調査を行った。 

以下に示すように、全社が官民連携の必要性を回答しており、その形態や方法も民間ノウ

ハウが活用できる包括委託やコンセッション契約による事業運営まで踏み込んだ連携を希望

している。 

 

官民連携に関するアンケート結果 

 

 

さらに、２０１０年１１月に開催した水ビジネスフォーラムでは１０１社の参加があり、水ビジネ

スの関心度の高さがうかがわれた。 

 

（イ）経済産業省アンケート 

経済産業省でも、２００９年１２月に商社５社とメーカー９社にアンケートを実施している。 

海外展開する有望な事業分野に関するアンケートでは、 
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・商社は、価格面を重視し、どの分野にもビジネスチャンスを感じている。 

・メーカーは、自社が保有する技術を中心としたビジネス展開を指向している。 

 

事業分野に関する意見（経済産業省アンケート結果） 

商社５社の意見 メーカー９社の意見 

○上水道（１社） 

  需要が大きい 

○上水道（３社） 

  水質悪化により高度浄水が求められる 

○海水淡水化（２社） 

  省エネ技術が活かせる 

○海水淡水化（７社） 

  膜で競争力が発揮できる 

○工業用水・工業下水（２社） 

  高度処理に技術力が必要 

○工業用水・工業下水（７社） 

  処理の難しい分野でチャンスあり 

○再利用（２社） 

  比較的技術力が必要で参入余地あり 

○再利用（６社） 

  海水淡水化導入地域でチャンスあり 

○下水処理（１社） 

  需要が大きい 

○下水処理（７社） 

  下水汚泥処理技術に強み 

○すべての分野（３社） 

  ニーズに応じてチャンスがある 

○すべての分野（１社） 

  ニーズに応じてチャンスがある 

 

（ウ）水ビジネスフォーラム（埼玉県）アンケート 

県では、平成２１年度から埻玉県環境ビジネスフォーラムを立ち上げ、水ビジネスを含め

た環境ビジネスに関連する企業・団体のネットワークづくりと交流を推進してきた。 

平成２２年１１月１日に、水ビジネスの海外展開に関する気運の醸成と関係企業等との情

報交換を目的として、「水ビジネスフォーラム」を開催した。セミナーには県内外から１０１の企

業・団体が参加し、そのうち県内中小企業は３０社であった。 

セミナーの後に行われた交流会には、６８の企業・団体から１５３人が参加し、その関心の

高さがうかがわれた。 

参加企業・団体の意向等を把握するためにアンケート調査を実施、５９の企業・団体から

回答を得た。 

回答企業・団体の分野は排水処理（回答率 66.1%、以下同様）、下水道（66.1%）、水道

（64.4%）など水ビジネス関係全般にわたっており、偏りは見られなかった。 

興味のある技術分野は、中水・下水道（66.1%）、排水処理（66.1%）、上水道（64.4%）の順

であり、工業用水（47.5%）、流域・水域の環境保全（35.6%）が、これに続いている。 

海外展開に興味を持っている地域としては、東南アジア（ＡＳＥＡＮ  74.6%）、中国

（59.3%）、インド（45.8%）が多かった。 

また、埻玉県に希望する内容としては、大手企業からは「官民連携による海外展開

（61.0%）」を望む意見が多く、県内中小企業からは「ネットワーク（人脈）づくり支援（49.2%）」

や「ビジネスマッチング支援（50.8%）」を望む声が多かった。 

なお、アンケートに回答した県内中小企業の中から４社について、面接等により意向を聴

取した。 
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○Ａ社（排水処理装置の製造・販売等） 

・小規模事業所向け排水処理装置の開発製造及びメンテナンスを実施している。 

・水の排水量が一日あたり５０t未満の中小企業をターゲットとして、コンパクトで低

価格な装置を提供している。 

・現在は国内のみならず中国にも装置を販売している。今後は新興国（インドネシ

ア、タイ等）にも販路を拡大したい。 

・排水処理は様々な汚れを除去する必要があるため、ニッチな技術を集約して企業

間同士で連携を図る必要がある。 

・県からは産業技術総合センターの技術アドバイザー派遣や経営革新計画の承

認、ジェトロを通じた海外展開支援策なども利用している。 

・企業の自助努力だけでは解決できない課題も多い。水ビジネスの展開には県か

ら引き続き支援をお願いしたい。 

 

○Ｂ社（水処理付帯装置製造） 

・水の浄化をはじめ、養殖、水耕栽培などに活用できる気泡発生機器を製造してい

る。 

・今までのところ、国内取引のみであり、海外展開の実績は無い。 

・海外展開については、政治情勢やビジネス習慣など分からないことも多い。単な

るビジネスパートナーの紹介といったマッチング支援では、企業単独で海外へ進

出するのは難しい。 

・第三セクターが事業主体となり、第三セクターと連携して海外展開できるのであれ

ば、是非とも参画したい。 

・養殖や水耕栽培なども「水ビジネス」として考えることができると思う。 

・県には、進出先国の政治情勢やビジネス習慣などの情報収集及び情報提供を望

む。また、展開先でのトラブルやリスクが生じないよう、目利き役としての役割を果

たしてもらい、トラブルやリスクが生じた場合には責任をもった対応をお願いした

い。 

 

○Ｃ社（浴水等浄化機器製造） 

・比較的小規模なろ過装置の開発製造及びメンテナンスを実施している。 

・新しいビジネスチャンスとして、水ビジネスへの参入を検討中である。 

・県が旗振り役となり、中小企業でも参入できる分野があれば、是非参入したい。 

・今後の海外展開で興味のある地域としては、中国、東南アジア(ASEAN)などであ

る。 

 

○Ｄ社（水処理、プラントシステムエンジニアリング） 

・産業用水（純水、超純水）の製造、水処理装置・設備の設計、施工、メンテナンス

等を実施している。 
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・先端分野の純水、超純水の製造設備の製作・メンテナンスにおいて、既に中国

や東南アジアに進出実績がある。 

・技術開発や販路開拓は自社で進めるが、県には、海外取引における現地トラブ

ルの仲介やアドバイス等の支援を望む。 

 

（３） 自治体の対応 

ア 札幌市 

 ・H22. 7 「北海道の水ビジネスを考える会」設立。H23.3までに報告書作成予定 

 

イ さいたま市 

ＪＩＣＡ事業等による研修生の受入、長・短期の専門家派遣等の実績がある。  

・H 4～ 約１８年にわたりラオスと技術交流を継続 

 

ウ 東京都 

東京都は、東京都（５１％）、㈱クボタ、㈱栗本鐵鋼所などが出資する東京水道サービス㈱

による水道事業のビジネス展開を推進している。 

東京水道サービス（株）は、東京都から水道施設の運転管理業務、漏水防止・管

路等の維持管理業務、給水装置（各家庭への引込管等）工事の審査・検査業務など

水道事業運営上重要な業務（準コア業務と呼んでいる。）を受託している。 

・Ｓ62. 2 第三セクター東京水道サービス（株）設立 

・H22. 4 海外事業調査研究会を設立し、官民連合のビジネスモデルを目指している。 

・三菱商事、株式会社産業革新機構を中心とする企業グループがオーストラリアの水道事

業体を買収（H22.5合意）して参画する事業に、東京水道サービス（株）がコンサルティン

グ業務で参画予定 

・H22.8～11 国際貢献ミッション団を、インド、インドネシア、ベトナム、マレーシア、モルデ

ィブに派遣 

・平成２２年１２月都議会において、「コンソーシアム形成支援プログラム」を立ち上げると答

弁。商社、金融機関、メーカー等の参加を募り、平成２３年４月に制度を開始する方針 

 

エ  横浜市 

横浜市は、水ビジネスの展開を目指して、横浜市が１００％出資する横浜ウォーター（株）

を７月に設立した。 

事業内容として、JICAなどからの調査案件、研修生受入事業、海外水道事業に関するコ

ンサルティング業務などの国際関連事業を掲げている。 

・H21   ベトナムのフエ市、ホーチミン市と技術協力を推進する覚書締結 

・H22. 6  日揮（株）と「新興国インフラビジネスの事業展開に関する包括連携協定」を締結

し、インドの「デリー・ムンバイ間産業大動脈構想」に参画 

・H22. 7 横浜ウォーター（株）設立 
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・H22.10  国際協力銀行と環境・都市インフラ事業に関する相互協力についての協定を締

結。国際協力銀行は、ファイナンス面での支援と海外諸国でのパイプ役を担う。 

 

オ  川崎市 

川崎市では、姉妹都市であるオーストラリアのクィーンズランド州におけるＮＥＤＯプロジ

ェクトについて民間企業から協力要請があったため、地元企業の活動を支援するため、プロ

ジェクトの支援を開始した。 

・H22～H25 JFEエンジニアリング(株)、(株)野村総合研究所がオーストラリアクィーンズラ

ンド州で行う雤水の飲料水化と生活排水の膜浄化・再生利用する NEDOプロジ

ェクトを支援。H26からの事業化を目指す。 

・H22.11～H23.3 使用済み工業用水（溶鉱炉冷却に使った水）を鉱石運搬船のバラスト水

として利用、西オーストラリア州に運び、鉄鉱石採掘の埃を抑える散水や資源類

洗浄などに使えるかの可能性調査を同州政府、関係企業と共同で実施 

 

カ  名古屋市 

・S53～  タイ・アジア・中南米を対象に延べ１１８人の技術者を派遣、１，２６５人の研修生

を受入 

・H21. 3 「水のいのちとものづくり中部フォーラム」を中部経済連合会等とともに設立。水

ビジネスの海外展開について検討 

・H20～H22年度 ＪＩＣＡ「草の根技術協力の二期目をメキシコで実施中 

・H22.12 名古屋市の 86%出資で、名古屋上下水道総合サービス株式会社を設立。 

 

キ  滋賀県 

滋賀県は、下水道分野における国際拠点である日本版ハブの誘致を推進している。誘致

を優位に進めるため、「『水ビジネス』を考えるびわ湖懇話会」の設立を目指している。 

・H22. 8 日本版下水道ハブの誘致について政府への政策提案 

 

ク  大阪市 

大阪市は、水ビジネスの海外展開をさらに進めていくための仕組みとして「（仮称）大阪市

水・環境技術海外展開推進機構」を平成２３年度に設立するため、関西経済連合会、大阪商

工会議所などの関係機関と協議を開始している。 

・H20. 4  大阪市１００％出資で、株式会社大阪水道総合サービスを設立 

・H21.12  ホーチミン水道と技術交流に関する覚書締結 

・H21～H25 ＮＥＤＯの「省水型・環境調和型水環境プロジェクト」を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）と共同で実施。事業内容は、ベト

ナムのホーチミン市における排水コントロールシステムの構築 

 

ケ  神戸市 

・H22.11 神鋼環境ソリューションと「水・インフラ事業の海外展開に関する相互協力協定」

を締結。同企業は、ベトナムを中心としたアジアにおいて水処理関連事業を展開 
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コ  広島県 

・H22.9～H23.3 荏原エンジニアリングサービス（株）など民間企業や受給団体及びシンク

タンクが参加する勉強会を発足。海外水ビジネスの可能性を検討 

 

サ  北九州市 

北九州市は、官民一体で水ビジネスを推進するため、民間企業を公募して北九州市海外

水ビジネス推進協議会を設立し、会員企業とともにベトナムを訪問した。 

また、ウォータープラザを設置し、水処理技術のショーケースとして先行している。 

・H21.12  国際協力銀行(JBIC)と「気候変動対策・水インフラに関する相互協力についての

覚書」を締結。 

・H22.8  北九州市海外水ビジネス推進協議会を設立 

・H22. 8  カンボジア、ベトナムのハイフォン市に市場可能性調査団を派遣 

・H22. 8  メタウォーター（株）と海外水ビジネスに関する基本協定を締結 

・H22.11 ベトナムのハイフォン市の下水道排水公社と下水道分野の技術協力の覚書締結 

・H22.12 先進の水循環システムの開発から、管理・運営ノウハウの蓄積、国内外に情報発

信して技術普及を進めることを目的としたウォータープラザの完成 

 


