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Point
1 欧米のインフラは老朽化しており、日常生活や企業活動に悪影響を与えている。そのため、それら

を修繕するための投資が行われている。
2 欧米では、IT 技術を使ってリアルタイムでサービス供給を行う「インフラのスマート化」が進展

しており、省エネや温暖化防止に役に立つと言われている。スマートメーターがその代表例であ

る。日本でこれらの動向があまり注目されていないのが気がかりである。
3 新興国のインフラ投資額は先進国のそれを上回っている。急速な経済成長と都市化の進展により

水や電力不足から交通渋滞や廃棄物処理までさまざまな社会問題が発生しているためである。
4 水処理事業は新興国での水需要の高まりを受けて注目されている。公的機関だけでなく、民間企

業も同事業に参入しており、スエズ社、ヴェオリア社など「水メジャー」が有名である。最近で

は、GE社、シーメンス社、シンガポール政府の支援を受けたハイフラックス社が台頭している。
5 ろ過膜など機器・素材市場は日本企業の独壇場であるが、水処理事業の市場全体の 1％程度に過

ぎない。水処理事業の 9割を占める水道事業の運転管理・維持について日本企業の実績は無い。
6 新興国インフラ需要を取り込むには、低価格商品の開発と日本勢の弱点を補う現地企業との提携がカギ

を握る。

はじめに

昨秋以降、不況に陥った世界各国は、景気回復

に向けて金融緩和だけでなく、大規模な財政出動

を行っている。特に、インフラへの投資が活発と

なっている。米国では、2009 年 2 月の「米国再

生・再投資法」で、道路や橋梁などの近代化など

に 1,100 億ドル割くこととしており、ドイツやフ

ランスなど欧州でも、学校や交通システムなど社

会インフラへの投資計画を発表している。中国は

2008 年 11 月に発表した景気対策で、住宅や鉄道、

道路、空港など 1 兆 9,000 億元投入することとし

ている（図表 1）。

だが、これらの世界各国のインフラ投資につい

て景気刺激的な側面ばかりに注目することは本質

を見誤ろう。このようなインフラ投資は各国の

ニーズに迫られて実施されており、また、将来を

先取りする要素も存在しているのだ。こういった

インフラ需要、特に新興国のインフラ需要を取り

込むことこそ日本の製造業の活路となろう。

本稿では、欧米と新興国のインフラ投資の動向

を取り上げる。実際のインフラ投資額は新興国の

方が多くなっている一方、欧米ではインフラのス

マート化の動きが出ていることに注目する。次に、

新興国のインフラ需要の事例として水処理事業を
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取り上げ、同事業が注目される背景と世界的なプ

レーヤーを解説する。最後に、日本勢が新興国の

インフラ需要を取り込むに当たり注意しなければ

ならない点を述べることとしたい。

欧米のインフラ投資：インフラのスマート化

まず、インフラの定義を明確にしておこう。イ

ンフラとは、インフラストラクチュアの略であり、

日々の生活や経済などの活動を支える莫大な実物

資産のことを指す。具体的には、道路、鉄道、橋

梁、空港、水路などの交通・輸送システム、電気

や水道など公益事業を支える施設、学校や病院な

ど社会サービス施設などが挙げられる。

欧米などの先進国ではインフラが老朽化してい

て日常の生活や企業の生産活動に悪影響を与えて

いることは、日本では意外と知られていない事実

である。実は、ニューヨークやロンドンでは近年、

大規模な停電や水道トラブルが発生している。米

国土木学会は 2009 年に米国の航空、橋梁、水路

など基幹サービスについてランク付けしたが、概

ね「D（努力を要する）」と判定している（図表 2）。

また、同学会はこれらの修繕だけでも今後 5年間

で 2兆 2,000 億ドルが必要としている 1。

ただ、これらの修繕だけが先進国で必要とされ

るインフラ投資ではない。インフラに IT 技術を

付加し、リアルタイムで需要に合わせたサービス

供給を行うという、インフラのスマート化が進行

しているのだ。このような動きは世界同時不況入

りする前から見られており、例えば、ロンドンや

ストックホルムなどの新交通システム導入が挙げ

られる。両市では、以前から交通手段として自動

車を使う人々が多いために、交通渋滞が発生して

おり移動の不便さと二酸化炭素の排出増に悩まさ

れていた。そこで、両市は新しい交通システムを

導入し、市内各所にカメラを設置して市内に乗り

入れた自動車を自動識別して課金することとした

のである。その結果、両市内の交通量は 2割程度

国名 米国 中国 ドイツ 英国 フランス 日本 
総額 7,872億ドル 4兆元 810億ユーロ 
うち、公共投資 1,100億ドル 1兆9,000億元 223億ユーロ 

200億ポンド 
30億ポンド 

291億ユーロ 12兆円 
123億ユーロ 1兆3,000億円 

主な対象 ・道路や橋梁の近代化 
・鉄道や交通システムへの投資 
・ブロードバンドなどへの投資 

・騒音対策など交通関連投資 
・学校、道路、病院等への投資 
・建物のエネルギー効率向上 

・道路等のインフラ投資 
・低所得層向け住宅建設 

・耐震補強など防災対策 ・学校、交通機関等への投資 ・鉄道、道路、空港などの交通 
  システム、電力網の拡充 
・低所得層向け住宅建設 

図表 1 世界金融危機後の主要国の財政出動

注： 2009 年 3月末時点
出所：各国報道資料

インフラ項目 ランク 

航空 

橋梁 

ダム 

飲料水 

エネルギー 

内水路 

鉄道 

道路 

輸送 

下水道 

D 

C 

D 

D－ 

D＋ 

D－ 

C－ 

D－ 

D 

D－ 

図表 2 米国のインフラ成績

注：「C」は普通、「D」は努力を要する
出所：米国土木学会

1     4 年前にも米国土木学会は同様のランク付けを行っている。ランクは今回とほとんど変わらないが、今後 5年間の修繕に1兆 6,000
億ドル必要と述べていた。4年経ち、修繕費用がさらに6,000億ドル増加していることを考慮すると、米国のインフラはますます
悪化していると言える。
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減少し、二酸化炭素もロンドンでは 2割、ストッ

クホルムでは 4割の削減に成功したという。この

ようなスマート化を推し進める動きが欧米のイン

フラ投資に見て取れる。

欧米で注目集まるスマートメーター

今では、電力や水の供給で情報発信機能等を持

つメーター（スマートメーター）を各世帯に取り

付けることで、電力会社や水道公社が瞬時に電力

や水などの需給を把握し、効率的に供給する試み

が行われている（図表 3）。このような電力や水

道の供給のスマート化は、人力による検針業務を

不要にするだけでなく、太陽電池など再生可能エ

ネルギーを利用する場合に生ずる供給の不安定さ

を解消する手段としても注目されている。

米国では、電力についてはカリフォルニア州を

中心にスマートメーター導入が進められており、

水道についてはニューヨーク市が 2011 年にス

マートメーターに完全置き換えすることを発表し

ている。米国の電力会社は、スマートメーターか

ら室内のエアコンや照明機器などに接続し、それ

らの使用状況を直接調節することまで狙ってお

り、スマートメーターから室内家電をコントロー

ルするための標準仕様「OpenHAN」を策定した。

IT 業界も IBM や Google が積極的に関連製品の

開発やサービスを提供している。米国政府はこの

ような電力供給の一連のシステムをスマートグ

リッドと呼び、ブッシュ政権時代から支援を行っ

てきた。オバマ政権もこの支援体制を引き継いで

おり、今般の経済対策でもスマートグリッドの開

発に 45 億ドルの支援を決定している。

欧州では、2006 年の EU 指令で電力のスマー

トメーターの導入を要請しており、イタリア、ス

ウェーデン、オランダは 2012 年までの完全導入

を決定している。また、イタリアの大手電力会社

ENEL 社はその動きに先んじて 2005 年末までに

2,000 万台以上のスマートメーターを設置した 2。

欧米で見られるスマートメーターやスマートグ

リッドの導入は、停電や水トラブルを解決し、電

力や水の供給を効率化する 3 だけでなく、使用量

図表 3 スマートメーター概念図

出所：日経エレクトロニクスホームページ

2     日本では、スマートメーターやスマートグリッドへの関心は高くない。関西電力だけが 2008年 9月に管内のメーター 1,200 万台
をスマートメーターに順次切り替えていくことを発表している。スマートグリッドについては、ようやく産学で実証実験を行う
こととしたが、その開始時期は2010年度からとしている。

3     米国エネルギー省によると、スマートメーターの普及により2025年までにピーク時の電力需要の25％を削減できると見ている。
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をリアルタイムで知らせることなどで家庭の省エ

ネルギー意識の高揚にもつながる。例えば、欧州

委員会はスマートメーターの導入で欧州域内の家

庭のエネルギー需要を 10 ％削減できると見てい

る。

また、電力生産の効率化や再生エネルギーの利

用増大は省エネルギーと地球温暖化防止にも役立

つ。国際的な NPO 団体である The Climate

Group はスマートグリッド導入による温室効果ガ

ス削減量は 2020 年時点では二酸化炭素換算 20.3

億トンとなり、1,246 億ドルのコスト削減に繋が

ると指摘している。

欧米のインフラ投資はハードの更新に加えて、

ソフトを組み合わせることでインフラの質の向上

を目指すものなのである。こういった新たな動き

に対して日本の製造業はあまり注目していない点

が気がかりである。

途上国のインフラ投資：都市化の進展で電力・

上下水道の整備が急務

世界のインフラ投資で注目すべきことは、途上

国、なかでも新興国のインフラ投資額が先進国を

上回っていることである。

ゴールドマンサックス社によると、2006 ～ 10

年までの BRICs のインフラ投資は 3,903 億ドルと

なる予想を立てており、同時期の先進 6カ国の同

投資（2,623 億ドル）を超えてしまう。新規投資

分だけに注目すると、BRICs は 2,272 億ドルと先

進 6 カ国（915 億ドル）の 2.5 倍にも達する（図

表 4（1））。

このように BRICs をはじめとする新興国でイ

ンフラ投資が増大する背景として、急速な経済成

長と都市に人口が集中する都市化の進展が挙げら

れる。

都市を軸に工業化が進展すると、職を求めて農

村から都市に人口がシフトする一方、都市内で流

通業などのサービス産業が発展するなどで都市の

規模が拡大していく。実際、都市人口は増加して

おり、ついに、2008 年には世界人口の半分に相

当する 33 億人が都市に住むこととなった。この

傾向は今後も変わらず、特に、アジア地域では都

市化が急速に進み、2025 年には人口の過半が都

市に住み、なかでも中国とインドの都市人口は同

年までに 5億人増加する見込みである。このため、

すでに電力や水、そして住宅不足が新興国の国内

各地で生じ、増加する廃棄物処理や交通渋滞の問
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図表 4（1） 2006 ～ 2010 年までのG6と BRICs のインフラ投資の見通し

注：G6とは、米、日、独、仏、英、イタリア。上下水道は信頼できるデータが入手できないという理由で省かれている
出所：ゴールドマンサックス社“Building the World: Opportunities in infrastructure”（2006.6.15）
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題が発生している。こういった状況や問題を解決

するためにインフラの整備が急務となってきてい

るのだ。

新興国のインフラ投資は今後も続くと見られて

おり、モルガンスタンレー社によると、今後 20

年間にわたって新興国を中心に 41 兆ドルの莫大

なインフラ需要が出てくると推定されている（図

表 4（2））。このようなインフラ投資は新興国の

公的機関のほか、インフラ整備のノウハウを蓄積

した民間企業によっても行われると見られてい

る。

中国、インドともに今後も積極的

次に、近年都市化が急速に進む中国、インドの

インフラ投資の状況を概観してみよう。中国は近

年の高成長にキャッチアップするべくインフラ整

備を急速に進めている。アジア開発銀行などの推

計によると、2000 年代後半の中国のインフラ投

資額は 1,320 億ドルと他のアジア全域のインフラ

投資（330 億ドル）の 4 倍の規模にまで拡大する

見込みである。特に、道路網は現時点で過去 10

年で高速道路を中心に 5万 km近くまで整備され

ており、更に 3万 km以上拡充する予定となって

いる。今後は鉄道網の整備にも本腰を入れる予定

であり、2020 年までに 2,480 億ドルを投下して、

高速鉄道や貨物鉄道を建設する予定である。

一方、中国国内の生活関連のインフラ、特に上

下水道は貧弱との指摘もある。実際、中国各地の

水不足はかなり深刻な状況となっており、全農地

の 13 ％が旱魃の被害に遭い、全国の都市の 3 分

の 2以上で配水が困難となっている。排水も垂れ

流しの状況であり、黄河や長江の沿岸でも水質汚

濁が著しく、農業用水としても使用できない沿岸

地域も出てきている。

中国に比べて、インドはインフラ整備途半ばの

状況である。道路網は世界第 2位の距離だが、狭

い道路が多く、舗装状況も悪い。空港はバンガ

ロールに開港したが、アクセスの悪さなどもあっ

てそのメリットを充分活かし切れているとは言い

がたい状況だ。電力についても依然として需給

ギャップが存在する上に、送配電ロス率も高く、

また上下水道は貧弱なままとなっている。

インド政府はインフラ整備に充てる支出を大幅

に増やし今後 5 年で 4,750 億ドル投入する予定で

ある。また、同政府は民間企業の参入や外国政府

などの支援も積極的に利用する意向である。2006
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図表 4（2） 地域別インフラ投資予測（2005 ～ 2030）

出所：モルガンスタンレーフラッシュレポート（2009 年 2月）

世界の増大するインフラ需要を考える　日本はものづくり技術で活路を見出せるのか



経営センサー　2009.6
2424

年にはインドと日本両政府は、デリー／ムンバイ

間に貨物専用鉄道や道路を建設し一大産業地域と

する「デリー／ムンバイ間産業大動脈構想」の実

現に向けて合意した。同構想では、インドは日本

政府から支援を受けてデリー／ムンバイ間に貨物

鉄道網を構築し、道路網については民間企業主導

で建設することとしている。

新興国中心に水需要の高まり

これまで見てきたように、世界のインフラ需要

は従来と異なってきていることが明らかであり、

こういった構造的な変化に日本の製造業は適切に

対応することが望まれる。

そこで最後に、新興国のインフラ需要で民間企

業の関与が大きい水処理事業を取り上げ、世界の

インフラ需要と日本のものづくりの関係を考える

こととしたい。

高い経済成長を達成した新興国では、水需要が

急激に高まっている。需要の高まりは工業用水だ

けでなく、生活用水にも見られており、更に都市

化の進展も水需要の高まりに拍車をかけている。

その一方で、水供給は制約されている。もともと

淡水は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」4 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。「水不足」5 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、適切な排水施設が

ない地域に住む人口は 26 億人となっている。

こうした状況では、新興国において上下水道の

建設を求める声は大きい。上下水道の建設につい

ては国や地方政府の専任事項と思いきや、世界中

を見渡すと民間企業のプレゼンスが大きくなって

きていることに驚く。水道施設の建設や運営管理

について 2004 年時点で先進国では 80 ％が、途上

国では 35 ％が少なくともその一部を民間企業に

委ねている。民間企業から水を供給されている世

界人口は 1990 年時点では 3 億人に過ぎなかった

が、その後増加を続け、2007 年には 7 億人、

2015 年には 12 億人に達すると見込まれている。

水メジャーの存在感と国家の支援を受けた新興

企業の台頭

民間企業の中でも、フランスの企業であるスエ

ズやヴェオリアは上下水道の建設 6 のみならず、

同事業の運転管理・維持を軸とした水処理事業全

般について圧倒的な実績を示している。これらの

企業は古くから水処理事業の民営化を引き受ける

ことでノウハウを蓄積し、国境を越えた事業活動

を積極的に展開すると同時に、M&A で企業規模

を大きくしてきた。両社は水処理事業での世界的

な存在感から「水メジャー」とも呼ばれている

（図表 5、6）。

もちろん他の企業も水処理ビジネスチャンスの

増大を受けて指をくわえていない。米国のGE社

は環境ビジネスを自社の成長事業にすると宣言

し、水処理事業に本格参入した。2000 年代に入

り海水淡水化で使用するろ過膜メーカーを次々と

買収しており、更に自らも海水淡水化事業に着手

している。ドイツのシーメンス社は US フィル

ター社を買収し、同社を核にして米国、ドイツ、

4     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一人当たり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。

5    「水不足」とは利用可能な水量が年間一人当たり 1,700m3 をはるかに下回る 1,000 m3 に陥っている状態を指す。
6      正確に言うと、両社の子会社が水道施設の建設を行っている。
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そして旧共産圏で水処理事業に進出を企ててい

る。

また、国を挙げて水処理事業に取り組んでいる

事例もある。シンガポールである。もともとマ

レーシアから水を輸入していた同国は価格の面で

マレーシアと対立し、2011 年に切れる輸入契約

を更新できなかった。そのため、水資源の確保が

緊急かつ不可欠となり、シンガポール公共事業庁

（PUB）が上下水道を一元的に管理しながら水確

保のための政策を実施してきた。

具体的には、同庁は下水を高度処理して再び水

源として使用する NEWater プロジェクトや海水

淡水化事業を推進しており、人件費や研究開発費

の支援や税制の優遇による企業誘致を積極的に

行ってきた。また、2004 年には産官学協働施設

のウォーターハブを設置している。これらのプロ

ジェクトを成功させることで、2010 年以降には

水自給率 90 ％を達成する目標を掲げている。

一方、PUB は集積した技術を国内企業に植え

付けることで国際的に通用する水関連企業を育成

することにも力を入れている。その成果もあって、

2008 年 4 月にシンガポールのハイフラックス社

はアルジェリアで脱塩処理施設の受注に成功し

た。

日本勢は機器・素材市場で強み

日本企業はろ過膜などの機器・素材供給におい

て高いシェアを有する。ろ過膜全体では世界市場

社名 

ヴェオリア・ウォーター 126億ユーロ 12億ユーロ 58,579 34,854 64 13,900万人 
スエズ 124億ユーロ 11億ユーロ 55,011 10,389 70 12,000万人 

売上 
（2008） 

外国拠点 給排水人口 営業利益 
（2008） 

 
欧州 

 
欧州外 

従業員数 
 

図表 5 水メジャーについて

出所：両社アニュアルレポート（2008 年版）

世界 

公共事業 
公共事業 

100兆円 

10兆円 

1兆円 

（60兆円） 
ー2005年ー 

日本 市場規模予測 
（2025年） 

水道事業 
（上水・下水） 

プラント建設 
（EPC） 

機器・素材 
供給 

管理 
（資産所有） 

運用 
（運転維持管理） 

①欧州水メジャー： 
　ヴェオリア（仏）、スエズ（仏） 

①国際コンソーシアム型 
　丸紅、三井物産、 
　住友商事、三菱商事 

②国内民需型 
　栗田工業（＊） 
 
三菱重工、日立造船、 
ササクラ、日輝、東洋エンジ、 
千代田化工、鹿島建設、 
荏原製作所、日立製作所、 
栗田工業（＊）、オルガノ（＊） 

西島製作所、荏原製作所、 
日立製作所 

東レ、旭化成、 
日東電工、クボタ、東洋紡績 

②M&Aによる新規参入型： 
　GE（米）、シーメンス（独） 

③国家戦略型： 
　シンガポール、オランダ 
　韓国（ドーサン）、ドイツ 

ヴェオリア（仏）、スエズ（仏）、 
GE（米）、フィッシア（伊）、 
ドーサン（韓国） 

ダウ（米）、GE（米） 
シーメンス（独） 

Sulzer,Calder,Grundfos,ERI

建設 

エンジニアリング 

ポンプ 

膜 

新規・水事業 
（造水・再利用） 

図表 6 世界における水処理事業の形態と市場予測

注：企業名は、グループ統合会社（代表例）、＊印は、民需主体（非社会インフラ設備）を示す。
出所：栗原、竹内（2008 年）
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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割を日本勢が占める構造である。

ただ残念なのは、水処理事業全体に占める機

器・素材市場のシェアはかなり限られていること

だ。産業競争力懇談会は 2025 年の世界の水処理

事業の市場見通しを示しているが、水処理事業全

体では 2005 年の 60 兆円から 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

過ぎず、更にその市場には今後外国勢の参入が予

想され、競争は激化すると見られる。

一方、水処理事業の 9割を占め、「水メジャー」

が強いとされる水道事業の運転管理や維持につい

ては、国内ではもともと水道局が担っていて、日

本の民間企業の出る幕が無かった 7。海外でも日

本勢はプラント建設までは手がけても、水道事業

の運転管理・維持まで引き受けなかったのが実情

だ。そのため、海外で水処理事業に経営参加して

いる一部の商社を除くと、水道事業の運転管理・

維持分野での日本勢の実績はゼロといっても過言

ではない。

低価格商品の開発と新興国企業との提携を図れ

水処理事業における日本勢の今後の戦略につい

ては、既に産業競争力懇談会や通商白書などで詳

しく論じられており 8、ご関心のある方はそちら

をご参照いただきたいが、ここでは、新興国イン

フラ需要開拓における日本企業の留意点について

考えてみたい。

新興経済国は近年成長率を高めているとは言

え、先進国と比べた場合、所得は依然低い。当然

ながら新興国向け製品は先進国向けよりも劇的に

安価にしない限り、市場シェアを勝ち取れない。

安価な製品を作り出すための研究開発が必要なの

だ。そのためには、先進国向けの既存製品からど

の機能を残してどの機能を除くかといった品質や

機能の取捨選択を行うこととなるが、その際、重

要なのは既存の価値観ではなく、新興国市場の価

値観に立つことだ。ホンダはベトナム市場に廉価

版の二輪車を投入してシェア奪回に成功したが、

その際、社内で一番議論されたのはベトナム市場

用の廉価版のために日本製品用の品質基準をどの

程度まで下げるかということだったという 9。

次に、新興国企業との連携を図ることだ。同市

場に詳しいのは当然ながら地場の企業であり、営

業の観点からだけでなく、機能や品質の取捨選択

を行う研究開発の観点からも地場企業の連携は重

要である。また、グローバル化による競争の激化

は企業に時間を買う重要性を認識させよう。近年、

新興国企業の技術力や営業力も改善してきてお

り、日本勢が苦手な分野についてその分野を得意

とする新興国企業と分業することも可能である。

実際、水処理事業の企業シェアを見ると、近年水

メジャーのシェアは低下しており、代わって新興

国企業が台頭してきている。水処理事業について

言えば、日本勢が得意としない水道事業の運転管

理・維持について提携した新興国企業に委ね、得

意とする機器・素材分野に特化して新興国に参入

する戦略も考えられる。新興国インフラ需要を取

り込むために日本の製造業は有力な新興国企業と

の提携を真剣に考える時期が来ているのではない

か。

7     2001 年の水道法の改正まで地方公共団体は浄水場の運営や管理を民間企業に委託することはできなかった。
8     例えば、経済産業省「水資源政策研究会」とりまとめ（平成 20 年 7月）では、今後の国際展開に向けた基本的方向性として、
（１）進出地域の特性に応じた戦略マップの作成、（２）国際展開のための産官学での推進体制の整備、（３）モデル事業の創出と
同事業の国内外での展開、（４）水道事業の運転管理・維持などを担当する人材の育成、（５）国際標準化、（６）研究開発の推
進、を挙げている。

9     新宅純二郎「新興国市場開拓に向けた日本企業の製品戦略」第三回知的資産ビジネス塾配布資料
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