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＜ポイント＞ 

■ もう一つの水ビジネスである下水関連ビジネスが今後、世界的に拡大すると見られて

いる。2025 年には世界の同市場は 35.5 兆円まで拡大する見通しである。 
■ 高成長を続ける中国でも下水道整備や汚泥処理などの需要が高まり、2025 年には 4.8

兆円の市場規模にまで達する見込みである。 
■ 世界のメガシティは高度な下水関連技術を必要としており、日本企業がそれらを提供

することで海外進出できる可能性がある。 
■ GCUS（下水道グローバルセンター）はそのような企業の海外進出を支援するために

設立された機関であり、意識の活性化に貢献している。 
■ 後に、下水関連分野での日本企業と日本政府の課題について 6 点列挙し、解説した。

目指すところは、官民や内外の有機的な連携の強化である。 
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はじめに 
 近、日本で国際的な水ビジネスに取り組む動きが出てきている。水の世界的な超過需要

時代が続く中で、日本でも企業間連携により自らの事業領域を超えた事業展開を志向する動

きが見られる。三菱商事がフィリピンのマニラウォーター、日揮、そして産業革新機構と組

んで豪州の水道会社を買収したのはその典型である。また、一部の地方自治体も水道事業の

海外進出を試みている。横浜市はこの夏に水道事業の海外進出を担う新会社を設立しており、

また、東京都は水道事業を担当している第三セクターに上記の三菱商事連合と水道事業運営

に関するコンサルティング契約を結ばせる予定という。ただし、これらはいずれも上水ビジ

ネスが中心となっている。 
 本稿では、もうひとつの水ビジネスである下水関連ビジネスに焦点を当て、世界市場の現

状と日本での動きなどを取り上げることとする 。 1

 
１．世界で高まる下水関連需要 
2025 年には世界で 36 兆円市場に成長 
 世界の下水関連需要は先進国や新興国・途上国双方で高まりを見せている。先進国につい

て言えば、下水道普及率は高く（図表 1）、新規建設は期待できないものの、老朽化に伴う

施設の劣化は著しく、更新投資を必要としている。例えば米国の下水道の現状について、米 
 
図表1 各国の下水道利用人口普及率

（注）カナダ（2000年）、米国（1995年）、ニュージーランド（2000年）、イタリア（2000年）

　　　ギリシャ（2000年）以外の国は2006年時点のデータ。日本だけ2008年時点

（出所）「建設統計要覧」平成22年版
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1 本稿を執筆するに当たり、社団法人日本下水道協会理事兼技術部長 佐伯謹吾氏、同技術部研修・国際課

課長 坂巻和男氏、同係長 小関眞由美氏、財団法人下水道新技術推進機構企画部長 中里卓治氏に取材させ

ていただいた。御礼を申し上げたい。もちろんありうべき誤りは全て筆者に属するものである。 
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図表2 世界のメガシティ（人口1000万人以上の都市）の変遷

1985年 2005年 2025年
国名 都市名 人口 国名 都市名 人口 国名 都市名 人口

1 日本 東京 30.30 1 日本 東京 35.62 1 日本 東京 37.09
2 米国 ニューヨーク 15.83 2 インド デリー 19.49 2 インド デリー 28.57
3 メキシコ メキシコシティ 14.11 3 メキシコ メキシコシティ 18.73 3 インド ムンバイ 25.81
4 ブラジル サンパウロ 13.39 4 米国 ニューヨーク 18.73 4 ブラジル サンパウロ 21.65
5 日本 大阪・神戸 10.35 5 ブラジル サンパウロ 18.65 5 バングラディシュ ダッカ 20.94
6 インド ムンバイ 10.34 6 インド ムンバイ 18.21 6 メキシコ メキシコシティ 20.71
7 米国 ロサンゼルス 10.18 7 中国 上海 15.18 7 米国 ニューヨーク 20.64

8 インド コルカタ 14.28 8 インド コルカタ 20.11
9 バングラディシュ ダッカ 12.56 9 中国 上海 20.02

10 アルゼンチン ブエノスアイレス 12.55 10 パキスタン カラチ 18.73
11 米国 ロサンゼルス 12.30 11 ナイジェリア ラゴス 15.81
12 パキスタン カラチ 11.62 12 コンゴ キンシャサ 15.04
13 中国 北京 11.45 13 中国 北京 15.02
14 ブラジル リオデジャネイロ 11.37 14 フィリピン マニラ 14.92
15 日本 大阪・神戸 11.26 15 アルゼンチン ブエノスアイレス 13.71
16 フィリピン マニラ 10.76 16 米国 ロサンゼルス 13.68
17 エジプト カイロ 10.56 17 エジプト カイロ 13.53
18 ロシア モスクワ 10.42 18 ブラジル リオデジャネイロ 12.65
19 フランス パリ 10.11 19 トルコ イスタンブール 12.11

20 日本 大阪・神戸 11.37
21 中国 深セン 11.15
22 中国 重慶 11.07
23 中国 広州 10.96

（注）単位は百万人。網掛けは新興国・途上国
（出所）国連 "World Urbanization Prospect" The 2010 Revision Population Database  
 
国の土木学会はＤマイナスと劣悪に近いと評価している。日本でも 2007 年の一年間で下水

道の劣化による道路陥没事故が 4,700 件発生した。 
対照的に、新興国や途上国の下水関連案件は新規建設が多い。世界各地で都市に人口が集

中する都市化が進展しており、人口 1,000 万人以上を超えるメガシティも現れている。1985
年にはメガシティは 7 都市のみでそのうち半分以上が先進国に位置していたが、2005 年に 
は 19 都市、2025 年には 23 都市に増え、その大半は新興国・途上国で生まれると見ている

（図表 2）。この結果、メガシティでは電力や上下水道など都市インフラの整備が喫緊の課

題であり、未整備のままでは治安悪化やスラム化だけでなく、水源汚染など環境にも悪影響

をもたらすと見られる。 
ちなみに、経済産業省が 2010 年の４月に発表した「水ビジネスの国際展開に向けた課題

と具体的方策」の中で、水ビジネス市場の 2025 年見通しについて触れている。それによる

と、世界の下水関連市場は 2007 年の 15.3 兆円からは 35.5 兆円にまで拡大すると予想して

いる。 
 

急速に整備される中国の下水関連インフラ 
 驚異的な高度経済成長を続ける中国であっても下水関連のインフラ整備は成長維持に向

けて避けて通れない。国家環境保護第 11 次５ヵ年計画では、水関連ビジネスへの投資額１

兆元を見込んでいるが、そのうち都市部汚水処理および再生利用インフラへの整備に 3,300
億元投じて、全国の都市部の汚水処理率を 2010 年までに 70％（2005 年末 48.4％）にまで

引き上げる目標を掲げている。都市部の汚水処理率は 2008 年時点で 57.4％（国家環境保護

総局発表）に上昇しているが、依然として汚水処理場を持たない都市が中小都市を中心に全

体の４分の１以上も存在しており、これらの都市では汚水を河川等に垂れ流している。この

ような状況を踏まえると、2011 年から始まる第 12 次 5 カ年計画でも引き続き下水道の整

備に重点が置かれるものと見られる。 
 さらに下水処理の結果生ずる汚泥処理については全くの手つかずの状態である。発生した 
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図表3 中国の水道会社による上下水サービスの給付人口の推移
（１）上水 （2）下水

（注）契約ベースで累計したもの。

（出所）Pinsent & Masons Yearbook 2010-2011
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下水汚泥はそのまま陸上投棄されているが、水質の汚染を引き起こす恐れもある。現在、中

国国内でも汚泥処理について注目を集めており、下水汚泥の乾燥や焼却などの技術導入を急

いでいる。他にも、下水を高度処理して農業用水や工業用水として再び利用し、国内水不足

に対応する下水再利用への関心も高い。 
そういった状況下で、中国は 2002 年に上下水道事業の規制緩和を行い、国内外企業の参

入を促している（図表 3）。なかでも、国有企業が中国各地においてコンセッション型式で

水道事業を営むことでプレゼンスを増大させている。代表的なのは、北控水務、首創株式、

中国水務投資、中環水務の 4 社であり、彼らは上水道だけでなく、下水道や汚泥処理まで

手がける総合水サービス会社、いわゆる水メジャーを目指していると言われている 。 2

このような中国の下水関連需要の大きさと下水関連企業の活発な動きを踏まえると、同市

場は急ピッチで拡大すると見込まれる。前述の経済産業省のレポートによると、中国の下水

関連市場について、2007 年の１兆円から 2025 年には 4.8 兆円まで急拡大を遂げると見て

いる。 
 
２．日本の強みは下水関連技術 
海外のメガシティで必要とされる日本の技術 
 これまで日本の下水関連企業は海外の下水関連需要に対応してこなかった。その理由とし

て、国内市場の規模が大きく、また下水道整備が公共事業として実施されてきたことが挙げ

られよう。日本企業は、国内の経済成長と相次ぐ下水道関連の公共事業によりその恩恵を享

受することができたのである。 
 だが、環境は大きく変わった。少子高齢化の進展と公共事業の削減により下水関連市場は

1990 年代後半をピークとして縮小に転じた。日本企業が技術力を維持して今後も成長して

いくためには、下水関連需要が増大している海外に目を向けざるを得ない。 
 一方、東南アジアなど海外では、これまでのところ、低所得もあって要求される下水処理

の技術レベルが低く、日本企業進出の余地が小さかった。しかし、その後、これらの地域も

高成長を果たし、メガシティが次々と生まれる状況下で、下水の集中処理など高いレベルの 

                                                  
2 日中水ビジネスフォーラム（2011.2.17）配布資料 
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図表4 日本の下水関連の技術体系

（出所）下水道新技術推進機構 "Japanese Technology of Urban Sanitation Vol. 2 2010"  
 
下水関連技術が必要となっている。 
日本企業は国内の都市化の進展に合わせて開発してきた下水関連技術を持つ（図表 4）。 

具体的には、膜処理、炭化汚泥や消化ガスなどのエネルギー化、下水道管などの非開削工法、

合流改善のための雨水の排水処理などの技術が挙げられる。これらの技術は大都市が機能を

維持するのに不可欠であり、なかでも大都市での下水処理からの資源化や再生水などの技術

は、実績の乏しい欧米勢に比べて、高い競争力を持つと専門家は語る3。気候や文化が似て

いるアジア地域のメガシティでは、日本の大都市を支える下水関連技術が必要とされる時代

が来よう。 
そこで、以下では、日本が強みを持つ下水関連技術をいくつか取り上げて解説する。 

 
(1) MBR（膜分離活性汚泥法：Membrane Bioreactor） 
 これまでは下水処理は生物学的処理を施す活性汚泥法が主流であった。これまでの活性

汚泥法について、エネルギー消費は少ないものの、活性汚泥の沈降性を良好な状態にして 
おくなど専門的な知識やノウハウが求められ、また 終沈殿池などを設置するために広大

なスペースも必要であった。 
 MBR は活性汚泥と処理水の分離をろ過膜で行う方法であり、沈降性に左右されること

なく、良質な処理水が得られる。また、高濃度汚泥にも対応することが可能で、維持・管

理コストも安価に済ませることができる。さらに、 終沈殿池が不要になるなど処理施設

のコンパクト化も可能となる（図表 5）。 
現在、先進国の下水処理施設の更新需要、中東など水源に乏しい地域での再生水利用、

そして工場廃水に対する水質規制の強化を背景として世界的に MBR 需要が増大してい

る。富士経済によると、MBR の世界市場は 2009 年時点の 270 億円から 2015 年には 510 

                                                  
3 下水道グローバルセンター（GCUS） 中里卓治氏（下水道新技術推進機構企画部長）へのインタビュー 
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図表5 下水処理方法について

（出所）中村吉明「日本の水ビジネス」（2010年）  
 
億円にまで拡大すると見られており、クボタや東レなど日本勢がその４割を占める。 
 日本では MBR は小型の下水処理施設に限定して導入されているものの、その数はわず

か 11 カ所に過ぎない。しかし、 近になって下水処理施設の更新時に合わせて MBR を

採用する動きも出てきている。国土交通省は、このような動きを後押しし、海外展開につ

なげるために、2009 年に「日本版次世代 MBR 技術展開プロジェクト（A－JUMP）」を

立ち上げて下水処理施設の改築や下水のサテライト処理における MBR 導入の実証研究

を行った。 
 
(2) エネルギー化・資源化技術 
 下水汚泥の国内発生量は 7,900 万トン程度（2006 年度）と産業廃棄物全体の 2 割を占

める。リサイクル率は 77％程度と高いものの、その大半は建設資材であり、エネルギー

利用は 1 割程度にすぎない。下水汚泥を全てエネルギー化した場合、年間 36 億キロワッ

ト、67 万世帯の電力を賄うことができると見られており、その実用化への期待は高い。

また、下水汚泥やその焼却灰に含まれる高濃度のリンを再利用する資源化技術も注目され

ている。 
下水汚泥のエネルギー化技術は大きく二つに分かれ、下水汚泥等を発酵させて集めたメ

タンガス（混合バイオガス）をエネルギー源として利用する技術と下水汚泥を炭化やガス

化により直接燃料として利用する技術である。前者はゴミ処理問題の解決策としても注目

されており、下水処理場という既存の施設を転用できるだけでなく、下水処理場を使うこ

とで高濃度の廃棄物も処理可能になる点がメリットとして挙げられる。既に、石川県珠洲

市や東京都大田区などで肥料精製や発電が行われており、今後も兵庫県神戸市が神鋼環境

ソリューションと大阪ガスと組んで、発生したバイオガスを精製し天然ガスと混ぜて都市

ガスを供給する事業を実施する予定である。 
 炭化汚泥については電力会社が RPS（Renewable Portfolio Standard）法の成立を受け

て石炭の新エネルギーの代替として活用している。下水汚泥を炭化させることで電力会社 
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図表6 B-DASHプロジェクト

（出所）国土交通省資料  
 
が法的に利用しやすくなり、さらに臭気もなくなることで扱いやすくなる点が評価されて

いる。例えばＪパワー、メタウォーター、月島機械が広島市で炭化汚泥を発電燃料として

供給する事業を 2012 年から開始する。 
両技術については、国土交通省が 2011 年度から「下水道革新的温室効果ガス削減技術

実証プロジェクト（B－DASH）」を行い、下水汚泥からのエネルギー化を高効率かつ低コ

ストでできるプラント開発を支援する予定である（図表 6）。 
 
(3) 下水道管の非開削工法 
 先進国では下水道の老朽化により更新需要が発生しているが、その対象は下水処理施設

だけではない。下水道管なども取り替える必要があり、その長さは日本だけでもざっと

8,000km以上に達する。実際に下水道管を更生する場合、下水を止めて土中を掘るなどの

手間がかかり、現在のところ更生されたのは 4,000kmを超えたに過ぎない 。 4

 そこで積水化学工業㈱と足立建設工業㈱と東京都下水道サービス㈱の三社が開発した

のが非開削工法の「SPR（Spirally Pipe Renewal）工法」である。同工法は、既存の下

水道管の内側から帯状の塩化ビニル更生材料であるプロファイルを巻くことで新たな下

水道管を作る方法であり、地中の下水道をわざわざ掘り返す必要がなく、また下水を止め

ずに更生作業が進められるので工事の規模も小さくて済む。 
 下水道管などの管路の更生市場は、先進国を中心に 2008 年時点で 1.4 兆円に達してい

るといわれており5、今後も拡大するものと見られている。特に、大口径の非円形の下水

道管を抜本的に更生する工法はこれまで存在しておらず、パッチワーク的に補修していた

のが現状であった。どのような形状の下水道管でも比較的安価に更生できる「SPR工法」

は世界で注目が集まっている。 
 
３．GCUS（下水道グローバルセンター）の誕生 
日本の ODA 事業でも競り負ける日本企業 
 日本勢が海外で下水関連ビジネスを成功させるには、欧米だけでなく中韓などの海外勢に 
                                                  
4 奥田早希子「The Story of エコ・テク 環境技術 第 20 回 水処理編 積水化学工業」毎日新聞社『週

刊エコノミスト』2009 年 11 月 17 日号 
5 2010 年 5 月 21 日付 FujiSankei Business i 
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図表7 GCUSの構成について

（出所）GCUS資料  
 
遅れることなく、保有する技術力を海外のニーズに具体的に適応させ事業展開していけるか

どうかにかかっている。そのための取り組みを民間だけでなく政府も連携して行う必要があ

ることは言うまでもない。特に、日本の下水関連ビジネスの場合、その技術やノウハウの開

発などは国内の産学官連携を中心に推進されてきた経緯もあり、下水関連企業の海外進出に

当たっては適宜、官側がサポートすることも必要となる。 
 実は、日本企業の下水道分野の海外進出を支援する組織が 2009 年４月に作られている。

GCUS（下水道グローバルセンター）である。社団法人日本下水道協会が事務局を務め、国

土技術政策総合研究所、日本下水道事業団など関連法人により構成され、①世界の水・衛生

問題等の解決に向けた国際貢献、②下水道関連企業のビジネス展開支援、③国内の下水道施

策への還元を活動目的としている（図表 7）。具体的には、国別（中国、インド、ベトナム、

サウジアラビア）やテーマ別（海外ビジネス展開、バラスト水、海外ネットワーク形成、国 
際標準化など）にグループ編成された産学官の関係者が現地調査、セミナー開催、研修など

の活動を行っている。 
 これまでの海外での下水道事業は、国際協力機構（JICA）、地方自治体、大学のような研

究機関などが個別に実施していた。そのため、日本企業の取り組みも散発的で戦略的となっ

ておらず、円借款案件ですら水メジャーなど海外勢に競り負けていた。そこで、GCUS が

国交省や JICA に寄せられた海外支援要請に対し、技術的な支援を行い案件形成のサポート

を行うこととした。それと同時に、現地の具体的な下水関連ニーズや関連法制度やキーパー

ソンの把握に努め、海外進出のための有益な情報を企業側に提供することとしたのである。

また、海外でワークショップを開催して官民連携による日本の民間技術の売り込みを狙う。 
 GCUS はこのほか、これまでに得られた人材や技術など下水関連ニーズについての情報

などを共有するプラットホームを構築したり、海外の下水道関係団体とのネットワークを形

成したりする取り組みを行っている。 
 
海外進出への意識活性化に貢献 
 GCUS の事務局長である日本下水道協会の佐伯謹吾理事は、これまでの GCUS の活動に

ついて、現在もなお種蒔き段階であって、一朝一夕に案件形成に結び付く状況ではないと前
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置きしたものの、「GCUS の活動を通じて、世界の日本の下水道技術への関心の高さが明ら

かになると同時に、日本の下水関連の企業・団体の海外進出への意識を高めることができた」

と述べている。今後は現在行っている国別・課題別グループ活動を進め「先ずは下水関連プ

ロジェクト形成の先行事例を作りたい」と佐伯理事は意気込む。 
 一方で、日本企業の海外進出に当たり、いくつか問題点も明らかになってきていることを

指摘する。例えば、日本国内では下水道の建設・管理・運営等の業務は地方自治体が行って

いることから、そのノウハウは地方自治体が有している。そのため、海外進出に当たっては

必要に応じて地方公務員の活用が図られるよう、地方公務員法の見直しなどの法的整備が必

要であると説く。 
 
４．障壁はなおも多い日本勢 官民連携の強化で打開せよ 
 一方、下水関連ビジネスのライバル、欧米の水メジャーは手強い。彼らは、海外に膨大

なネットワークを形成していて、情報収集だけでなく、案件形成への影響力から入札や契約

締結での巧さまで日本勢を寄せ付けない。また、現地人教育もシステム化されており、現地

の下水道運営は基本的に現地人材に任せる体制ができている。国際標準化も欧州勢が主導し

ている。 
一方、日本企業は漠然と海外進出を目指しているだけで、人材育成までを含めた海外事業

の全体像について具体的なイメージを描き切れていない。国際標準化も追随するのが精一杯

で、主導するところまでには至らない。うかうかすると頼みの技術も、水メジャーなどにう

まく利用されるだけになりかねない。以下では、下水関連ビジネスで海外進出を図る場合の、

日本企業と政府の課題について取り上げて説明するが、目指す方向は、官民や内外の有機的

な連携による下水関連案件の獲得である（図表 8）。 
 

図表8 下水関連ビジネスのこれまでと今後のあり方

（出所）筆者作成

ODA
技術の実証事業

＜政府＞
政策アドバイス、民間企業の技術紹介、
金融支援が一体となった受注活動の支援

システムの国際標準化

新興国の
水関連案件形成

入
札

日本勢及び現地企業
連合軍

JICAなどの専門家、研修人材、
プレFSからの案件情報収集

国境を超えた企業連携

ODA事業等 新興国の
水関連案件形成

入
札

日本勢

これまで 無関係

×応札失敗

○応札に成功
OBなどの活用による
コンサル提供と情報収集

水メジャー
（現地企業と連携）

今後
官民連携

応
札
に
成
功

 

 
（1）日本の強みを活かせる地域を 初のターゲットに 
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 日本の下水関連企業にとってメガシティが生まれる国が有力な進出先となり得ることは

間違いない。しかし、日本企業が技術をベースとして事業展開する以上、進出先が日本の技

術の良さを分かる国であり、日本の技術を守る国であることが必要条件だろう。日本の技術

の良さを分かる国でないと、日本の技術は安価で性能の低い他の国の技術と同一視されるこ

ととなり、日本の下水関連ビジネスは価格競争に巻き込まれてしまう。その結果、そういっ

た

現地企業は簡単に模倣して攻勢をかけ、その国から日本勢を駆逐してしまう恐

ジネスの海外展開を学び、その後、必要に応じて難易度の高い国に挑戦すべきで

ろう。 

豊富な情報ネット

ド

バ

の技術を変更し、場合によってはスペックダウン

働きかけ

行う必要がある。その意味で外国政府と接点を持つ GCUS への期待は高い。 

限り、水メジャー等に追いつくことは難しい。現地化の徹底が必要な理由は、3 点ある。第 

                                                 

競争に強い中国や韓国勢などにやられてしまうだろう。 
また、日本の技術を守る国でないと、日本企業は特許等で自らの技術を防御することがで

きない反面、

れが強い。 
具体的には、日本が ODA 事業を実施している国や伝統的に日本企業が事業展開している 
国の方が日本企業にオープンであり、足がかりをつかみやすい。こういった国で日本企業は

下水関連ビ

あ

 
（2）入札段階では手遅れ、案件形成段階での働きかけが重要 
 世界、特に新興国・途上国の下水関連需要を取りこむに当たり、一番重要なのは下水道事

業案件形成段階での働きかけである。公募入札の段階で手を挙げていては遅く、まして入札

資格を持っていないと言うのは論外である。ライバルである水メジャーも

ワークを武器に案件形成段階でアプローチして案件をものにしている。 
 日本の場合、民間企業よりも政府や公的機関が相手国と折衝すべきであろう。新興国・途

上国は大都市下水道についてマスタープランや中長期的な整備計画から設計指針や管理指

針まで作成する経験に乏しく、また、下水道を運営する組織作りにも慣れていない。そのよ

うなノウハウを持つ日本の政府や自治体、公的機関が下水関連制度や組織の整備の面でア

イスをしながら具体的な下水道事業案件形成に影響を及ぼすことが可能ではないか。 
その際、相手国の具体的な下水関連ニーズを探り、民間企業と連携して、同ニーズに適応

した民間技術を提供していくことが肝要である。下水道事業とは政府が策定した地域それぞ

れの下水道計画に応じて採用すべき民間技術を個々に決定していくものだとGCUS事務局

は言う6。つまり、住民のニーズではなく、政府の計画がまずありきであり、それを無視し

て日本の高度な下水関連技術を相手国に導入させようとしてもうまくいかないとのことで

ある。その国の風土や国情に合わせて日本

して簡単な技術に変える必要があろう。 
 下水道案件形成において、いかにして相手国のニーズを政府間で探り、それを満たす民間

技術を提供できるか、ここに日本企業の海外進出のカギが隠されており、そのためにはこれ

まで以上に官民連携を強化し、下水関連情報の官民共有と相手国キーパーソンへの

を

 
（3）現地企業との連携など現地化を徹底 
 新興国や途上国の下水関連ビジネスについて、現地企業との合弁など現地化を徹底しない

 
6 坂巻和男・日本下水道協会研修・国際課課長へのインタビュー 
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図表9 中国での脱硫装置メーカートップ20社（2008年末時点）

（出所）堀井伸浩編「中国の持続可能な成長―資源・環境制約の克服は可能か？」

　　　　 日本貿易振興機構アジア経済研究所、2010年3月  
 
１点は、新興国・途上国は下水関連市場への参入について現地企業の合弁事業でないと許可

しないことが多いことである。第 2 点は、近年、現地企業は営業力や技術力の向上でライ

バルにまで成長していて、日本企業が単独で事業展開しても勝ち目がないことである。第 3
点として、日本の技術は国内で開発されてきたために高価格体質になりがちなことである。

技術をベースとして事業展開する以上、価格競争に巻き込まれてはいけない。しかし、新興

国・途上国で日本の技術を受け入れてもらうために、現地企業と連携して低価格化を図る必

要がある。日本の弱点である高価格なものづくりが現地化によって修正されたとき、日本の

強みである技術力が生きてこよう。 
 その場合、注意しなければならないことは、日本企業が持つ技術が現地企業に移転してし

まうリスクである。現地企業が技術のキャッチアップを果たせば、日本企業と連携し続ける 
インセンティブがなくなってしまう。例えば、中国では大気汚染を防止するために工場への

排煙脱硫装置の導入が急速に進展しているが、その背景には、技術移転を受けたり、技術を

模倣したりした中国メーカーの台頭が大きい。排煙脱硫装置市場は 2003 年央には外資系企

業との合弁企業 7～8 社程度しか存在していなかった。その後、地場企業が参入、2006 年

末には全体で 100 社を超えることとなった。2008 年末時点のトップ 20 を見ても（図表 9）、
中国勢は 6 社がランクインしているのに対して、日本勢は 3 社が関係しているに過ぎない 。 7

 技術を切り札とする日本企業は、模倣困難な技術で事業展開を図る必要があろう。GCUS
の中里氏は、人材育成と関係した技術を使っての事業展開がヒントではないかと感じている。

例えば下水汚泥の焼却炉の場合、稼働率を上げるには運転やメンテナンスなど人材投資が不

可欠であり、これらの技術やノウハウは一朝一夕には移転されない。また、欧米の排煙脱硫

                                                  
7 堀井伸浩編「中国の持続可能な成長―資源・環境制約の克服は可能か？」日本貿易振興機構アジア経済

研究所、2010 年 3 月 
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装置メーカーは中国企業にライセンスを供与し、かつそのライセンスの二次販売も認めた上

で8、同部品事業やオペレーターなどの人材研修事業で収益を稼ぐモデルで市場拡大に対応

していたという。技術移転リスクは現地企業の技術力や当該国の知財保護のレベルにもよる

が、中国のような技術移転の早い国での企業連携の場合、それなりのビジネスモデルと覚悟

が必要であろう。 
 
（4）単品売りよりもシステム売りで 
 下水関連技術単体で事業展開することは難しい。なぜなら日本の高度な下水関連技術を

自国の下水道インフラの中にはめ込むことができる新興国・途上国の政府や企業は少ないか

らだ。日本の複数の技術をあわせてパッケージ化し、システムとして提供することで、彼ら

にとってその技術が使いやすくなり、その強みが理解されやすくなる。そのためには、異な

る技術を持つ企業間で連携を組むこととなる。また、それらの技術をシステムとして機能さ

せるために複数の技術を調整するコーディネーターも必要である。 
 企業間連携は人脈、資金、資材調達などの面での弱点を補うというメリットもある。なか

でも、上記（3）とも関連するが、現地企業を連携先の中に組み込むことで、進出先での価

格力、営業力、現地調達力、アフターサービスなどが強化され、採算性が向上しよう。特に、

下水道の維持管理分野に進出する場合、現地オペレーターなどの人材研修が不可欠である。

水メジャーはその点でも抜かりはない。日本企業はそのような研修ノウハウを持つ国内外の

公的機関とも連携することまで視野に入れる必要がある。 
 
（5）政府間協議で制度的障壁を除去 
 新興国・途上国の法制度、契約方式、税務処理は複雑で外資系企業にとって不利となるこ

とがある。また、知的財産の保護も不十分で日本の技術が模倣されるリスクが存在する。 
日本政府は、2 国間協議の場で現地企業に著しく有利となるような法制度、税制、そして

知的財産制度を国際基準に照らし合わせて改正させ、契約方式も国際規格の方式を採用する

ように主張するべきである。これらの主張は長い目で見て新興国・途上国にもメリットをも

たらす。それは、物理的なインフラだけでなく、法制度等のインフラも併せて整えた方が新

興国・途上国が高成長を持続できるからである。 
日本政府は遅ればせながら新興国や途上国との EPA（経済連携協定）締結に向けた交渉

に動き始めた。新興国・途上国との EPA 交渉の場では、関税障壁だけでなく非関税障壁で

ある法制度なども議題に取り上げてその除去に動き、日本企業の海外進出を側面支援しなく

てはならない。 
一方、海外では、企業の外国進出を正面から支援する国内法を持つ国も存在する。日本で

も、一歩踏み込んで日本企業の海外進出支援を法的に担保する必要があるだろう。 
 
（6）日本主導での国際標準化に力点 
日本の下水関連企業が WTO（世界貿易機関）に加盟している国の下水関連案件を応札す

る場合、ISO 等の国際規格の取得が入札条件として課されることとなっている。つまり、

企業は自社技術をその国際規格に合わせない限り、その国の入札に参加できないのだ。既に

                                                  
8 つまり、欧米企業は地場企業が市場ニーズにあった排煙脱硫装置を自社開発することを容認したのであ

る。 
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決められた国際規格がある場合、日本は国内規格を国際規格に合わせておく必要がある。そ

うすることで、企業は海外を見据えた国内市場への製品投入が可能となり、スムーズに国内

から海外へと事業展開を図ることができる。 
一方、国際規格が存在しない場合、日本は ISO 等の国際規格の策定交渉にすみやかに参

加し、日本企業にとって不利になるような国際規格の成立を防ぐと同時に、日本の技術が不

可欠な国際規格の策定に動くべきだ。仮に、日本が得意とする水処理用のろ過膜を組み込ん

だ造水プラントについて、造水された水の水質評価の方法と基準を日本主導で国際標準化で

きたとする。その場合、国際標準の水質を確保する日本の造水プラントは世界で導入が進む

一方で、同水質を確保できない他国の造水プラントは排除されていくだろう。また、他国の

企業が日本の真似をしようとしても、造水プラントの製造方法を特許取得とブラックボック

ス化で守っておけば、容易に模倣できないだろう。 
技術志向が強い日本企業が下水関連ビジネスの海外進出を果たすには、技術を守りかつそ

れを活かすための国際標準化の視点を忘れてはならない。      ■      
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