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Point
1 水需要が高まる中で、これまで公的機関が担ってきた水道事業において民営化など民間の資金と技

術を活用する動きが進展している。
2 水道事業の民営化では、当初「水メジャー」と呼ばれる英仏企業がリードしていたが、その後、

GE社、シーメンス社が参入し、最近ではシンガポールなど新興国企業の台頭も著しい。
3 日本勢は、水プラントの機器・素材供給に強みを発揮するが、プラント建設では低迷しており、

水道事業の運転管理・維持に至っては事業経験がほとんどない。
4 例外的に、三菱商事は水道事業の運転管理・維持事業を手がけ、マニラウォーターとジャパン

ウォーターを傘下に置いている。マニラウォーターは新規投資だけでなく、社員の意識改革を実

施しており、その結果、漏水や盗水が劇的に減少し、業績も改善した。ジャパンウォーターは

2000 年に総合水道会社として立ち上げられ、法定委託を継続的に受注し日本でNo.1 の法定委

託シェアを確保している。
5 水道事業の民営化の流れは不可逆的であり、日本勢は地球に優しい循環型の水事業を構築して巻

き返しを図るべきである。
6 水事業のようなインフラ事業は企業間連携による分業が不可欠であり、そのためには長期的な視点の共

有が必要である。
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1．はじめに

近年、内外で水市場の成長が注目されている。

これまでの先進国を中心とした経済成長の結果、

水需要は拡大し、この 40 年間で 2 倍に増えてい

る。更に 2000 年代に入って高成長を実現してい

る新興国では、水需要が急激に高まっている。

一方、水供給は制約されている。「水の惑星」

地球とはいえ、利用できる淡水はその 0.01 ％の

100 兆 m3 と絶対的に少ないことに加えて、水源

が地理的に偏在しているためである。偏在を解消

するための供給施設も不十分であり、更に排水設

備が貧弱なために、水源の水質汚染が発生してい

ることも水の利用を難しくさせている。

国連開発計画によると、2005 年時点で「水ス

トレス」1 を感じる世界人口は 7億人、2025 年に

は 30 億人、2050 年には 40 億人近くに達する。

1 食物を栽培し、工業を支え、環境を維持するための必要な水量は年間 1人当たり 1,700m3 とされている。利用可能な水量がそれ
を下回る状態を「水ストレス」状態と呼ぶ。
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「水不足」2 世界人口は 2005 年時点で 3 億人、

2050 年には 10 億人を超えると見られている。更

に、安全な水にアクセスできない人口は 11 億人

で、適切な排水設備がない地域に住む人口は 26

億人となっている。

これまで水事業はその公共性から、公的機関が

水道施設の建設、運転、管理、維持などを担って

きた。しかし、1990 年代に入って公共サービス

について民間の資金や技術を活用することで、よ

り効率的で質の高いサービスを提供できると考え

られるようになり、民営化の流れが世界的に主流

となっている。もちろん、水道事業も例外ではな

い。

本稿では、水道事業の民営化の流れと日本企業

の取り組みを取り上げるものである。特に、日本

企業の中では例外的に水道事業の運転管理・維持

を内外で展開してきた三菱商事の事業戦略を解説

し、今後のものづくり日本企業へのインプリケー

ションを探りたい。まず、海外の水道事業民営化

の流れと日本企業の動向を概観し、次に三菱商事

の水事業の事業戦略について詳述する。最後に、

水事業をグローバルに展開するに当たって日本企

業がとるべき方向性を論じて締めくくりたい 3。

英仏企業のほか、GE、シーメンス、新興国企業も

世界の水市場に参入

水道民営化は、もともと英仏が先頭に立って進

めていた。英国では、1989 年にサッチャー政権

が全国 10 の水道公社の民営化に踏み切り、所有

権まで手放している。一方、フランスでは 150 年

以上も前から水道事業の運営を長期にわたって民

間企業に委ねてきた。このため、水道事業のノウ

ハウを長年蓄積してきた「水メジャー」と呼ばれ

る英仏企業が 1990 年代前半から始まる世界での

水道事業の民営化事業を当初独占していた。しか

し、21 世紀に入ると、米国の GE 社やドイツの

シーメンス社が水処理膜メーカーなどの買収を通

じて水事業を立ち上げ、同市場での実績を積み上

げ始めている。そして、2005 年以降は国家ぐる

みで育成を行ってきたシンガポールなどの新興国

水企業が台頭している。彼らは自国市場で官民連

携による支援を受けて成長し、海外に打って出て

きたのだ。

このような水道事業の民営化の進展は当然なが

ら民間企業による給水人口の増加に繋がってい

る。1990 年時点では世界で 3 億人程度に過ぎな

かったが、2007 年には 7 億人まで増加し、2015

年には 12 億人にまで到達するものと予想される。

日本勢は機器・素材供給に強みを持つが・・・

一方、日本勢はろ過膜やポンプなどの機器・素

材供給において高いシェアを有し、高い競争力を

持つ。例えばろ過膜全体では世界市場の 6割、海

水淡水化で使用する逆浸透膜に限ると世界市場の

7 割を日本勢が占めている。だが、問題なのは、

水事業市場全体に占める機器・素材市場の割合は

かなり限られている上に、今後、競争の激化が予

想されることだ。産業競争力懇談会は 2025 年の

世界の水事業の市場見通しを示しているが、水事

業全体では 2005 年の 60 兆円から 1.9 倍の 111 兆

円市場にまで拡大するものの、日本勢が得意とす

る機器・素材市場についてはその 1％の 1兆円程

度を占めるに過ぎない。更に同市場には今後外国

勢の参入が予想されており、ろ過膜市場について

言えば、既に韓国勢や中国勢が参入済みであり、

価格競争が激化する可能性が高い。

プラント建設分野では、火力発電所とセットで

水プラントを建設してきた 1990 年代までは、日

「和製水メジャー」で世界市場を狙う

2 「水不足」とは利用可能な水量が年間 1人当たり 1,700m3 をはるかに下回る 1,000 m3 に陥っている状態を指す。
3 三菱商事の水事業についての本稿の記述は、三菱商事株式会社 環境・水事業開発本部 水・環境ソリューションユニットマネー
ジャーの水谷重夫氏への取材に基づく。取材を快諾していただいた水谷氏に御礼申し上げたい。
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本勢は一定のシェアを保ってきたが、その後、火

力発電所需要が一巡すると、水プラント建設の受

注も低迷している。2000 年以降の水プラント建

設の累積シェアでは日本勢は TOP10 にもランク

インしていない（図表 1）。

水道の運転管理・維持分野では、2002 年の水

道法改正まで水道局が担っていて民間企業の出る

幕がなく、改正後も地方自治体は水道の設備や

サービスを民間企業に分割発注する傾向があるた

めに、民間企業は一貫して運転管理・維持業務を

行って、経験やノウハウを蓄積することが難し

い。

そのような中で、例外的に内外で運転管理・維

持を含む水事業を展開してきた日本企業が存在す

る。三菱商事株式会社（以下、三菱商事と略す）

のマニラウォーターや株式会社ジャパンウォー

ター（以下、ジャパンウォーターと略す）がその

一つである。以下では、三菱商事の水事業につい

て詳述する。

2．事例研究：三菱商事の水事業

三菱商事の水事業を統括する環境・水事業開発

本部は社長直轄の全社開発部門に属しており、営

業部門には属していない。これは、社長直轄にす

ることで不況期でも水事業に投資を継続すること

を可能としており、水事業を三菱商事の将来の重

要なビジネスの柱に育成する意志の表れである。

実際、三菱商事の水事業を支えるマニラウォー

ターやジャパンウォーターは世界同時不況入りに

もかかわらず増収増益を続けている（図表 2）。

その理由について、三菱商事の環境・水事業開発

本部 水・環境ソリューションユニットマネー

ジャーの水谷重夫氏は、水は生活必需品であり、

不況だからといって削減することができないこと

に加えて、水道事業の官民連携は加速しており、

企業にとってビジネスチャンスとなっているため

と解説してくれた。以下では、水谷氏に、三菱商

事の水事業の事業戦略と世界の水事業の方向性に

ついて伺った。

経済・産業／トピックス経済・産業／トピックス

プラントメーカー 国名 水量（1,000m3/日） シェア（％） 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10

5,420 
3,025 
2,852 
2,472 
1,529 
1,388 
1,312 
1,122 
1,112 
1,002

17 
9 
9 
8 
5 
4 
4 
3 
3 
3

Veolia Environmental 
Fisia Italimpianti 
Doosan 
GE Water 
Suez Environment 
Befesa Agua 
ACS 
Hyflux 
Acciona Agua 
IDE

フランス 
イタリア 
韓国 
アメリカ 
フランス 
スペイン 
スペイン 
シンガポール 
スペイン 
イスラエル 

図表 1 世界の水プラント建設におけるメーカーランキング

注： 2000 年から 8年間の累積ベース
出所： International Desalination Association

社名 マニラウォーター 株式会社ジャパンウォーター 
設立年月 
資 本 金 
従業員数 
 

主要株主 
 
 
実　　績 

1997年1月6日 
61億ペソ（約120億円） 

1,561名 
Ayala Group（31.4％） 
United Utilities（11.6％） 

三菱商事株式会社（7.0％） 
ＩＦＣ（6.7％） 

給水人口560万人 

2000年7月25日 
60百万円 
90名 

三菱商事株式会社（50％） 
日本ヘルス工業株式会社（50％） 

 
 

契約件数21件 

図表 2 三菱商事の水道事業 2社の概要

出所：三菱商事資料、Manila Water "Annual Report 2008"
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①水事業民営化に成功したマニラウォーター

ーまず社員の意識改革に着手

1997 年、フィリピンのラモス大統領（当時）

の旗振りでマニラ首都圏の水道事業の民営化が実

施された。民営化の範囲は水道施設を運営して取

水から料金徴収まで一貫して行うだけでなく、下

水、し尿処理まで行うこととなっており、給水人

口で見るとマニラ首都圏 1,200 万人と世界最大規

模であった。三菱商事はフィリピン大手財閥であ

るアヤラグループなどと組んで民営化事業に応札

し、マニラ首都圏東部地区 560 万人を管轄する水

道会社を設立した。それがマニラウォーターであ

る。

水谷氏に言わせると、当時のマニラ首都圏の公

営水道事業はきわめて非効率的であった。浄水場

から送られた水が漏水や盗水によって失われる無

収水率が 63 ％、24 時間給水率が 26 ％と惨憺た

る有様であった。つまり、造った水の 3分の 1し

か蛇口から流れ出ず、また蛇口があっても水が出

ない時間帯が多く、こうした事業の非効率性を改

善することが最重要課題であった。

マニラウォーター発足後、同社経営層は「造っ

た水をきちんと届ける」ことを掲げて、ひとまず

社員教育に力を注いだ。マニラウォーターの社員

はもともと公務員であり、民間企業の一員として

の意識付けが必要との認識があったためだが、具

体的には、職場環境の整備、5S（整理、整頓、掃

除、清潔、躾）の実践、昇給や表彰などインセン

ティブの付与などを行った。また、経営層が現場

の社員とともに働くことで両者の距離を縮めると

ともに、社員に対して公正なマネジメントを実施

したという。この社員の意識改革には、三菱商事

からの出向者も経営陣に加わり改革に取り組んだ

とのことだ。

無収水率が劇的に改善

民営化当初はアジア通貨危機やエルニーニョ大

渇水もあって事業運営に苦労したものの、経営環

境が好転した 2003 年頃から大規模な新規投資を

行い、老朽化した設備の更新や最新の設備の導入

に踏み切った。また、配水管を延長して、これま

で水を得られなかった人々にも届けるプログラム

を開始している。

社内での地道な意識改革と設備投資が功を奏

し、無収水率は劇的に改善し、2008 年には 20 ％

にまで低下（図表 3）、24 時間給水率も 99 ％と

「和製水メジャー」で世界市場を狙う

19.6

63.0

0.0
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20.0

30.0
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50.0

60.0

70.0

1997 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08

（％） 

図表 3 マニラウォーターの無収水率の推移

注：無収水率とは、浄水場から送られた水の全量に対して、漏水や盗水により途
中で失われる率を指す。

出所：三菱商事資料
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なった。し尿処理もバキュームカーを増やしなが

ら対応していき、当初 2台しかなかったバキュー

ムカーは現在では 100 台程度まで増加している。

また、2007 年にはフィリピン初の本格的なし尿

処理場を完成させている。こういった取り組みの

結果、マニラウォーターの業績も上向きに転じ

（図表 4）、1999 年には赤字から脱却し、2002 年

には配当を実現、そして 2005 年にはフィリピン

証券市場に上場している。2008 年も世界同時不

況入りにもかかわらず、増収増益を達成している。

マニラウォーターの評価は内外で高い。2007

年には国際金融公社から持続的発展に寄与する優

良企業として Client Leadership Award を受賞し

た。また、社員もトップ企業集団であるアヤラグ

ループの一員として誇りを持って働いており、

フィリピンの最優秀ブルーカラー従業員に与えら

れる Tower Award を毎年のように受賞している

とのことである。

水谷氏はマニラウォーターの成功の秘訣につい

て、マネジメントのチームワークの良さに加えて、

社員の意識改革を挙げる。今ではアヤラグループ

の一員であるという肩書きが高いモチベーション

の維持に効いているとのことだ。

今後の目標として、同氏は水道普及地域を拡大

すると同時に、下水道普及率を引き上げることを

掲げている。現在下水道普及率は 10 ％程度だが、

コンセッション契約が終了する 2022 年までに

63 ％にしたいと言う。また、他のアジア諸国の

水道事業の民営化がうまくいかない中で、560 万

人を対象とする水道事業民営化を成功させた事例

としてアジア近隣諸国から注目を集めており、マ

ニラ首都圏での水道事業で培った経験を武器に水

事業の海外展開を考えているところである。

② 総合水道会社として発足、順調に拡大する

ジャパンウォーター

ー水道法改正により民間の資金や技術を水道

事業に活用

2000 年に三菱商事と水道施設管理最大手の日

本へルス工業株式会社が折半出資して設立したの

がジャパンウォーターである。同社は 2002 年の

水道法改正を見据えて立ち上げられた日本初の総

合水道会社である。それまで水道事業は公設公営

とされ、民間企業が参入する余地はなかったが、

2002 年の同法改正によって水道事業の管理運営

の民間委託を認め、同市場への民間企業の参入が

可能となった。

民間委託が制度化された背景として、まず、昭

経済・産業／トピックス経済・産業／トピックス
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8,913

2,788

図表 4 マニラウォーターの業績推移

出所：Manila Water "Annual Report 2008"
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和 30 年代から 40 年代に建設された水道施設の老

朽化が進んでおり、更新投資が必要な一方で、税

収の伸び悩みから地方財政が逼迫しており、新た

な資金の出し手が必要なことだ。2004 年の「水

道ビジョン参考資料」によると、更新が必要な水

道施設は 37 兆円にも上るのに対して、水道の料

金収入は 3.2 兆円に過ぎない。既に水道事業の投

資のために資金調達手段として使ってきた水道企

業債の残高は 12.4 兆円となっていて起債余地も

限られる中で、決して豊かでない補助金だけでは

到底更新投資をまかなえない。民間から資金を導

入し、民間の経営ノウハウを活用して水道事業の

コスト削減に取り組む必要があるのだ。

更に、水道事業を支える職員が高齢化し、大量

退職を控えていることも背景にある。水道統計平

成 17 年版では、水道局の職員の 42 ％が 50 歳以

上となっており、早晩彼らが現場から消えてしま

うことが目に見えている（図表 5）。彼らからの

技能継承を円滑に進めるためにも、官民連携が不

可欠である。また、民間委託を進めることで、全

国の水道事業体の 7割を占める給水人口 5万人以

下の小規模の水道局の事業の広域化を図ることも

念頭にあるようだ。

企業連携で地方の水道局のニーズを充足

水道法が改正された 2002 年 4 月、ジャパン

ウォーターは広島県三次市の浄水場の管理業務を

全国に先駆けて法定委託で受託した。その後も

ジャパンウォーターの快進撃は続いており、2004

年には千葉県長門川水道企業団と水道施設の設計

から建設、修繕、更新、運転管理までを委託する

DBO（Design, Build and Operate）一体契約を全

国で初めて結んでおり、愛媛県では人口 50 万人

の松山市の浄水場の給水コントロールまでを含む

包括的な運転管理を任されている。2007 年には

秋田県で工業用水では全国で初めて指定管理者に

も選ばれた。「初物はすべてとってきました」と

水谷氏は語る。これまで全国 14 カ所の水道施設

の業務を受託しており、水道法改正後に設立され

た民間水道会社の中では No.1 の法定委託シェア

を築いている（図表 6）。

水谷氏は、ジャパンウォーターは巡航速度で成

長してきたと総括する。このように順調に事業規

模を拡大できたことについて、地方の水道局の

ニーズすべてを満たすべく、地場企業と組んで事

業展開してきたことが大きいとのことで、その点

が他のライバル企業と違うところだ。「ジャパン

ウォーターは水道事業の経営までも手がける『和

製水メジャー』を目指しており、そのために更な

る企業連携を進めていきたい」と同氏は語る。

連携にはインフラへの関心と信頼関係が必要

三菱商事は国内外で水事業を展開してきている

が、国内外を問わず地元の有力な企業との連携こ

「和製水メジャー」で世界市場を狙う

60歳以上 

55～60歳未満 

50～55歳未満 

45～50歳未満 

40～45歳未満 

35～40歳未満 

30～35歳未満 

25～30歳未満 

25歳未満 

事務職 
技術職 
技能労務職 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000（人） 

50歳以上の職員が42％ 
→10年以内に大量退職 

図表 5 水道局職員の年齢構成

出所：日本水道協会「水道統計平成 17年版」
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そ事業成功のカギと考えている。水谷氏は、地場

企業連携に当たっての条件として、有力企業であ

ることに加えて、インフラ事業に関心を持つこと

と社内他部署などで取引関係があることを挙げ

る。

インフラ事業は多額の資金と長期の時間が必要

であり、更に金融ビジネスのような Big Gain が

得られない事業である。それは言い換えれば

CSR や地域貢献の要素が大きい事業とも言えよ

う。こういった事業であることを認識している企

業でなければ相手として組むことはできない。

ジャパンウォーターが日本各地で展開している

事業は、地元有力企業の存在無くしてはあり得な

い。これまで地域で水事業を担ってきた人々の雇

用を守ることはもちろん、技術指導を始めとした

人材育成を実施し、派遣社員を地元人材に置き換

えるべく地域密着型の水事業運営を行っている。

例えば、長崎県諫早市での水道事業の委託業務に

ついて当初 15 人の技術者をジャパンウォーター

から派遣していたが、技術指導などを通じて地元

人材の育成に努め、現在では 10 人を地元人材に

置き換えたという。

他部署での取引関係があるとは、すでに信頼関

係が構築されているということだ。信頼関係なく

してリスクの高いインフラ事業を遂行することは

難しい。

マニラウォーターのパートナーであるアヤラグ

ループは三菱商事と 35 年にわたる長い取引関係

があり、強い信頼関係が構築されていた。こう

いった信頼関係がないと、インフラ事業、特に途

上国でのインフラ事業を展開することは難しい。

途上国でのインフラ事業は効率化だけでなく、イ

ンフラ事業の恩恵を住民に届ける必要があり、そ

のためにも国情に合わせて展開しなければならな

い。それは、現地に詳しいパートナーである地場

企業の存在が不可欠であり、彼らに事業の細部を

委ねることとなる。当然ながら、両社の間に信頼

関係がなければ、インフラ事業は失敗してしまう

経済・産業／トピックス経済・産業／トピックス

図表 6 ジャパンウォーター受託実績

出所：三菱商事資料
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ことになる。

水谷氏は、連携とは意図的に締結されるという

より、自然と選択されるようなものだという。裏

を返せば、水事業などインフラ案件で企業連携し

たとしても、それがもともと歴史の浅い関係で相

互補完に過ぎないだけではうまくいかなくなる恐

れが高いのであろう。

③今後の世界の水事業：地球に優しい循環型水シ

ステム構築で日本勢が巻き返す余地も

ー仏パリ市の公営回帰は疑問

今では主流となった水道事業の民営化だが、最

近、民営化に逆行する動きも見られる。その一つ

はパリ市での水道事業の公営回帰である。2008

年 3 月に現在のパリ市長ベルトラン・デラノエ氏

は、浄水部門のヴェオリア社、スエズ社への委託

契約が 2009 年 12 月に終了するのに伴って、パリ

市の水道事業を公営に戻すと発表しているのだ。

しかし、この公営回帰について水谷氏はありえ

ないと断定する。パリ市長の発言と一連の動きは

政治的な配慮に基づくものであり、決してパリ市

の水道局が水道事業を直営することを目指してい

るものではない。そもそもパリ市の水道局には水

道事業の実務を担う人材が存在せず、ヴェオリア

社やスエズ社のサポート無くして水道事業を継続

できない。また、パリ市周辺の自治体の水道局は

現体制の存続を支持している。水谷氏はパリ市の

公営回帰の動きは「官民連携のフォーメーション

が変化」しただけにすぎず、実質的に官民連携は

続くと見ている。つまり、容器のキャップは変

わっても、官民連携という容器の本体は変わらな

いということだ。

日本には水のナショナルポリシーが必要

このように世界では水道事業のあり方について

議論が盛んだが、日本では盛り上がりに欠ける。

水谷氏は、日本の水道事業の方向性についても、

英国型の完全民営化ではなく、仏型の官民連携に

よる事業運営を説く。ただし、日本の多すぎる水道

局の整理・統廃合は必要と見ているようだ。

ただし、水谷氏は方向性を決める前に、次世代

に託する「日本の水」をどうするかというナショ

ナルポリシーを議論・策定することを強調したい

そうだ。現在の日本では、依然として水のナショ

ナルポリシーが不在であるという。同氏は世界で

水事業を展開してきた経験から痛切にそれを感じ

るとのことである。

地球に優しい循環型水システムを構築して

「和製水メジャー」へ

現在の世界の水インフラでは、20 ～ 30 億人程

度にしか十分な水を供給できないと水谷氏は話

す。現在でも水不足だが、今後 40 年で世界人口

が 67 億人から 91 億人に増加することを考える

と、ますます不足してしまう。現在の水運用シス

テムは工業用水について言えば、複数回リサイク

ル利用されているが、その 2倍以上の水量を占め

る農業用水と生活用水については 1回きりだ。こ

れらの両用水についても複数回リサイクル利用で

きなければ今後の世界的な水不足に対応できな

い。水全体の循環型システムを構築できたところ

が水市場におけるグローバルな勝者になれると水

谷氏は言う。

更に、造水に使うエネルギーをどうするかとい

う問題がある。例えば、海水淡水化では蒸発法よ

り逆浸透膜法の方がエネルギーコストが安価であ

り、そのため逆浸透膜による海水淡水化が主流と

なっている。だが、化石燃料を動力源として造水

している点では逆浸透膜法も蒸発法も同じであ

り、地球環境に負担を強いていると言えよう。今

後の水づくりは動力源に再生エネルギーを採用し

た低炭素で地球に優しいシステムに切り替えてい

く必要がある。

水谷氏はこのような地球に優しい循環型の水シ

ステムを構築できる潜在能力を持っているのは日

本勢であり、巻き返しができるチャンスは今しか

ないと考えているようだ。欧米の水メジャーは

M＆ A と既存のインフラを使った安価な水づく

「和製水メジャー」で世界市場を狙う



経営センサー　2009.9
1616

りには慣れており、また、新興国水企業は国家の

支援を受けて高い技術力を持っている。しかし、

いずれもエネルギー全体の効率性を重視した水づ

くりには取り組めていない。ここに日本勢の活路

があると見ているのだ。

「21 世紀に相応しい『和製水メジャー』を目指

す」と言い切った水谷氏。そのための布石は内外

で着実に打っており、今後の三菱商事の水事業の

動向は注目されよう。

3．岐路に立つ日本企業
新興国企業の台頭が日本企業の競争力を

じわじわと浸食

成長する水事業について日本勢は残念ながら、

限られた分野でしか強みを発揮できていない。運

転管理・維持分野は言うまでもなく、プラント建

設も日本勢は近年振るわない。素材・機器供給で

は強みを持っていても、競争の激化で収益が低下

する恐れが大きい。実際、ろ過膜とポンプの中国、

インド、米国市場の各国輸出シェアの二時点間比

較を見ると、中国や韓国などの輸出シェアが上昇

していることが分かる（図表 7）。

素材・機器分野で、中国勢や韓国勢などのアジ

ア勢との激しい競争に巻き込まれてしまうのは、

水道事業の民営化によって、素材・機器納入の決

定権者がこれまでのプラント業者から設計、建設

から運転管理・維持までを請け負う事業者に替

わってしまった点が大きい。彼らは、外国の地方

自治体から水道業務を入札する際に、入札価格を

考慮して調達する素材・機器を安価に抑える傾向

経済・産業／トピックス経済・産業／トピックス

米国 

濾過膜（HS842121）の世界貿易市場シェア 
2000年 

中国市場 
インド市場 
米国市場 
三市場計 

18.8％ 
35.9％ 
－　 
5.5％ 

日本 
12.9％ 
15.4％ 
3.1％ 
5.9％ 

ドイツ 
5.7％ 
8.0％ 
2.6％ 
3.5％ 

韓国 
3.9％ 
8.5％ 
2.5％ 
3.0％ 

米国 

2006年 

中国市場 
インド市場 
米国市場 
三市場計 

14.1％ 
5.9％ 
－　 
3.7％ 

日本 
11.2％ 
0.3％ 
6.4％ 
6.6％ 

ドイツ 
12.5％ 
1.6％ 
5.1％ 
6.1％ 

韓国 
6.2％ 
0.6％ 
3.1％ 
3.4％ 

ドイツ 

遠心ポンプ（HS841370）の主要市場別輸出シェア 
2000年 

中国市場 
インド市場 
米国市場 
三市場計 

13.4％ 
12.1％ 
15.6％ 
15.2％ 

日本 
25.0％ 
18.6％ 
13.7％ 
15.3％ 

中国 
－　 
0.0％ 
7.3％ 
6.1％ 

メキシコ 
0.0％ 
0.0％ 
3.8％ 
3.2％ 

米国 
17.7％ 
20.9％ 
－　 
2.9％ 

韓国 
1.9％ 
0.0％ 
0.2％ 
0.4％ 

ドイツ 
中国市場 
インド市場 
米国市場 
三市場計 

18.1％ 
15.6％ 
8.1％ 
11.9％ 

日本 
23.5％ 
5.2％ 
9.2％ 
13.9％ 

中国 
－　 
11.3％ 
21.8％ 
14.4％ 

メキシコ 
0.0％ 
0.0％ 
13.0％ 
7.9％ 

米国 
12.2％ 
9.5％ 
－　 
4.7％ 

韓国 
3.6％ 
0.4％ 
0.2％ 
1.4％ 

2006年 

図表 7 ろ過膜、ポンプの中国、インド、米国市場における各国輸出シェアの比較

注：プラント等に組み込まれて輸出される分等は考慮していない
出所：経済産業省「通商白書 2008 年版」
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にある。このままでは日本の素材・機器は安く買

いたたかれる公算が大きい。

「和製水メジャー」で巻き返し

確かに、三菱商事以外にも機器・素材や水プラ

ントを扱う日本企業の中で連携の動きが見られ

る。水処理膜メーカーの日東電工は三菱レイヨン

と提携し、逆浸透膜の前処理工程や保守管理業務

にも手を広げている。また、同じく水処理膜メー

カーである旭化成は中国で廃水リサイクル事業に

乗り出している。プラント建設の日立プラントテ

クノロジーは 2009 年 1 月にドバイで生活廃水処

理事業も手がけることを発表した。日本ガイシと

富士電機は 2008 年 4 月にメタウォーターを設立

しており、福岡県大牟田市などから浄水設備の整

備、運営事業を受注している。彼らは固有の水事

業からその周辺事業にまで事業を拡大している。

しかし、そのような取り組みでは世界の民営化

の流れから考えると依然不十分であり、日本勢は

歩みを一歩先に進めるべきだと思う。つまり、日

本勢の中から、運転管理・維持事業まで扱う総合

的な水事業者を産学官連携のもとで育成すべきで

はないか。水谷氏の言う「和製水メジャー」であ

る。同事業者は、既存の「水メジャー」や新興国

企業などに対抗して、例えば地球に優しい循環型

の水事業モデルを展開することで、一躍世界の水

市場の舞台に躍り出て、水市場の成長の果実を得

ることができる。また、正当に評価できる日本勢

の水事業者なら高い技術を持つ日本の機器・素材

もきちんと評価でき、安く買いたたくことも少な

くなるかもしれない。

企業間連携は長期的視点で

もちろん、既存の「水メジャー」などの存在に

加えて、日本企業には依然として水道事業の運転

管理・維持業務の経験が不足しているという事実

がある。したがって、日本企業単独で水事業を展

開することはほぼ不可能であり、地場企業などと

の連携を模索する必要が出てこよう。

ただ、近頃はやりの産学連携のような手軽さは

ないのが水事業をめぐる企業間連携だ。水谷氏が

指摘するように、水事業のようなインフラ事業で

の連携は CSR や地域貢献的要素を考慮する必要

があり、企業連携後まもなく多額の利益を手にす

ることを可能にする類ではない。また、連携先の

企業との間に信頼関係が構築されているかどうか

も重要な要素である。水事業などインフラ事業の

海外展開は長期にわたって地場企業等の連携に心

を砕く必要があることを日本企業は銘記すべきで

あろう。

また、インフラ事業はその事業の規模や期間の

長さから、立ち上げや拡大期において民間企業だ

けでは対応が難しいこともある。一方、世界各国

で政府が関与して水事業を育成する動きが盛んで

あり、結果的に日本企業が不利な環境に追いやら

れることも考えられる。水事業のようなインフラ

事業を育成するためには、民間の自助努力だけに

委ねることなく、リスクを軽減したり、研究開発

減税を実施したりするなどの政策的支援も必要で

あろう。




