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＜ポイント＞ 

■ 水道事業の民営化は当初、英仏企業、なかでも水メジャーの独壇場であったが、2000 年代に入って、

米独企業や新興国企業が参入している。 

■ 日本の水関連企業は水道事業やプラント建設では存在感はないが、ろ過膜やポンプなどの素材・機

器分野では強みを持つ。ただし、同分野も新興国企業の参入等を受けて競争が激化している。 

■ 水関連素材・機器分野における世界各国の輸出について、CMS 手法を用いて分析すると、中国、韓

国、シンガポール、ハンガリーなど新興国の輸出増は競争力の向上に基づく一方、欧米など先進国

の輸出増は世界的な需要の増大によるものと言える。 

■ また、輸出単価を使った分析では、新興国の技術力の上昇が競争力の向上を説明するにしても全て

を説明できるほど強くはない。実は、水関連素材・機器の輸出増には、多国籍企業や政府の戦略が

関わっている。 

■ 水関連産業政策を実施し新興国企業の成長を促してきた国として、スペイン、シンガポール、韓国

などが挙げられる。いずれも海外先進企業との連携に重点を置くオープンな地場企業育成策をとっ

ている点が特徴である。 

■ 水関連素材・機器分野の日本企業は他の先進国企業と比較すると健闘しているが、今後も更なるコ

スト削減と低価格化を追求しなければならない。また、水市場の 9 割を占める水道事業に何らかの

形で進出すべきであり、新興国企業との提携がカギを握る。 

■ 長い目で見た場合、水循環事業を営む「和製水メジャー」の誕生が望まれる。ただし「和製水メジ

ャー」はこれまでの水道事業の高コスト構造を打破しない限り、国際競争力を持ち得ない。 

■ 政府は、オープンなスタイルで水関連産業の活性化に取り組むべきである。また役割として実証実

験や官民連携の支援だけでなく、積極的なトップセールス、水ビジネスとリンクした公的援助、上

下水道事業のワンストップサービスの実現が望まれる。 

■ 付属資料として「和製水メジャー」を目指す三菱商事・水・環境ソリューションユニットマネージ

ャー（現 荏原エンジニアリングサービス株式会社代表取締役副社長）の水谷重夫氏のインタビュー

を掲載した（「経営センサー」2009 年 9 月号を一部転載）。 
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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、生活用や工業用を中心とした水需要が増大していくと見られる。

なかでも、人口や経済の高成長を続けるアジアや中東・北アフリカの水需要の伸びは大きい。 
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％

以下の 10 万キロ立方メートル程度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かんがい等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。「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、適切な排水施設がない地域に住む人口は 26 億人となっている。水の超

過需要時代が続くのである。 
これまで水関連事業はその公共性から公的機関が水道施設の建設から運転、管理、維持な

どを担ってきた。しかし、1990 年代に入って民間企業の形態の方が公的機関よりも効率的

で質の高い公共サービスを提供できるという民営化の流れが公的部門の財政難も相まって

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、内外の水ビジネスの動向と方向性を取り上げる。具体的には、まず、海外の水

道事業民営化の流れと内外での水ビジネスの進展を概観し、次に世界各国の水関連産業の競

争力を分析する。次いで新興国企業の競争力向上に寄与してきた同国の政策支援を取り上げ

て解説する。 後に日本企業がとるべき方向性と「和製水メジャー」の育成について論じて

締めくくりたい。 
 
構 成 
１．内外での水ビジネスの進展 
２．向上する新興国の水関連産業競争力 
（１）水関連素材・機器の輸出市場の 2 時点比較 
（２）CMS 手法による水関連産業の競争力分析 
（３）輸出単価の動向に見る技術の水準と方向性 
（４）水関連産業の技術力と競争力の関係 
（５）第２節のまとめ 
３．政府の支援を受けて成長する新興国の水関連企業 
スペイン：大規模な水の国家プロジェクト「A.G.U.A」によりプラントメーカーが成 

長 
シンガポール：2015 年までに世界的な水の産業集積「Global Hydro Hub」の構築へ 

 韓国：海水淡水化の研究開発プロジェクト「SEAHERO」に国費投入 
４．岐路に立つ日本企業 

 

                                                  
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。 
2 「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。 
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（１）短期的には低価格化と新興国企業との提携 
（２）中長期的には「和製水メジャー」育成による産業活性化と雇用創出 

 
１．内外での水ビジネスの進展 
仏二強のほか、GE 社、シーメンス社、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 社全て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渡って民間企業に委ねてきた。

このため、1990 年代から始まる世界での水道事業の民営化事業について「水メジャー」と

呼ばれる英仏企業がその当初において独占することに成功した。「水メジャー」は長期にわ

たる水道の運転管理・維持から資金調達、事業コスト削減までのノウハウを蓄積しており、

それをうまく活用できたことが大きかった。 
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膜メーカーなどの買

収を通じて水関連事業を立ち上げ、造水プラントの建設など実績を積み上げ始めた。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関連企業が台頭

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、海外に打ってでてきたの

だ。 
このような水道事業の民営化の進展は当然ながら「水メジャー」など民間企業から給水さ

れている人口の増加や水市場の拡大に繋がっている。民間企業による給水人口は 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ている。水市場も、日本の産業競争力懇談会は 2025
年の水市場予想を立てており、それによると 60 兆円（2005 年時点）から 100 兆円にまで

拡大するとしている。ドイツの連邦環境庁の 2020 年市場予測でも、「持続的な水処理」分

野で 1900 億ユーロ（2005 年）から 4800 億ユーロに達すると見ている。 
 
日本勢は素材・機器供給に強みを持つが・・・ 
日本勢は、水メジャーが強い水道の運転管理・維持分野で、まったく見る影もない。これ

は、2002 年の水道法改正まで地方自治体の水道局が担っていて民間企業の出る幕がなかっ

たことが大きい。さらに、同法改正後も、同分野で事業経験を積んでいるとは言い難い状況

だ。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・維持業務を行い経験やノウハウを蓄積することが難しい 。 3

水プラント建設の分野でも、1980 年代まで火力発電所とセットで水プラントを建設する

IWPP（Independent Water and Power Production）を日本勢は得意としていたこともあ

って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

の受注が低迷している。2000 年以降の造水プラント建設の累積シェアでは日本勢はTOP10
に一社もランクインしていない （図表 1）。 4

                                                  
3 ただし、2002 年の水道法改正以降、例外的に地方自治体から水道事業の管理運営を受託してきた企業も

存在する。日本ヘルス工業と三菱商事が合弁で立ち上げた株式会社ジャパンウォーター（以下、ジャパン

ウォーター）もその一つである。ジャパンウォーターについては、拙著「「和製水メジャー」で世界市場を

狙う－三菱商事の水事業の民活インフラ戦略に学ぶ－」東レ経営研究所『経営センサー』2009 年 9 月号に

詳しく説明している。 
4 近、IWPPの更新需要が出てきたこともあって日本の商社を中心に同案件を相次いで受注している。し

かし、プラント建設まで日本企業が受注できていないのが実情である。 
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一方、ろ過膜やポンプなどの水関連素材・機器においては日本勢は競争力を有している。

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 割を日本勢が占める構造である。ただし、世界的に同需要が増大する中で、新興国

企業の存在感が増してきている。①ろ過膜モジュールなど水のろ過及び浄化機器、②遠心ポ

ンプ5の輸出について、2000 年から 2008 年にかけての伸び率を計算すると、中東・北アフ

リカ向けを中心にそれぞれ 2.5 倍、3.6 倍となっており、このような輸出増を牽引している

のは中国などの新興国企業なのである。 
 
２．向上する新興国の水関連産業競争力 
以下では、競争が激化する水関連素材・機器分野を取り上げて 2000 年代の世界各国の産

業競争力を分析したい。上で挙げた①②について、CMS（Constant Market Share）手法

や輸出単価分析を行って世界各国の水関連産業競争力の現状を明らかにする。 
ちなみに、素材・機器分野で、①水のろ過及び浄化機器と②遠心ポンプを取り上げたのは、

造水において主要なパーツであるためだ。ろ過膜が飲料水などの造水に使われるようになっ

ているが、これは 1993 年の米国で発生した原虫クリプトスポリジウムによる水道水汚染で

多くの死者が出たことが契機である。この原虫は塩素などに耐性を持ち、これまでの同薬品

による殺菌処理では駆除することができず、膜で除去する以外に適当な方法がない。 
また、近隣に淡水源がない沿岸地域では、海水を蒸発させて真水を抽出する海水淡水化が

行われているが、近年ではエネルギーなどの造水コストがより安価な逆浸透現象を利用した

海水淡水化が主流となっている。逆浸透現象とは、海水に圧力をかけると真水が逆浸透膜を

透過する現象を指し、海水淡水化では逆浸透膜はもちろんのこと、高圧力をかけるポンプも

キーパーツとなっている。 
 

（１）水関連素材・機器の輸出市場の 2 時点比較 
世界全体の水関連素材・機器の輸出市場について、ひとまず国別シェアを 2000 年と 2008

年の 2 時点で比較する（図表 2）。 
 
① 水のろ過及び浄化機器 

米国が首位を維持しており、世界輸出シェア 18.1％を占めているが、2000 年時点か

ら 10.5 ポイント、シェアを低下させている。輸出先別に見ても、シェアの減少を食い

止められていない。同様に、世界輸出シェア上位にあるカナダ、フランスもシェアを低

下させた。日本も 1.3 ポイント低下させ、世界輸出シェアは 2.6％となっている。 
一方、2 位のドイツは、中国、中東・北アフリカへの輸出拡大により、世界輸出シェ

アを 16.9％と 4.5 ポイント増大させ、米国に肉薄している。また、中国を始め新興国

もシェアを高めてきている。その結果、2000 年時点の世界輸出トップ 5 のシェアは

61.9％から 50％に低下した。 
実際、この 9 年間で輸出伸び率トップテン入りした国を見ると、1000 万ドル以上の

輸出額を記録した国に限っても、中東欧、アジアの新興国がランクインしており、伸び

率は、2000 年時点から 746～3179％にも及ぶ。 

                                                  
5 遠心ポンプは上下水道用途以外も含まれているが、上下水道用途と同様の動きを示すと考えて、分析対

象に入れている。 
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② 遠心ポンプ 

ドイツが世界輸出シェア 18.3％と首位を維持しているが、輸出シェアそのものは 9
年間で 1.3 ポイント低下した。ドイツ以外の輸出シェア上位国も顔ぶれに変化はないも

のの、輸出シェアは低下している。特に、米国は 3.9 ポイントも落ちることとなった 
一方、新興国の中国やハンガリーは世界輸出シェアを上昇させている。中国は対米、

ハンガリーは対EUが伸びたこともあって、それぞれ4.8、1.9ポイントアップの6.4％、

2.2％となった。 
また、①水のろ過及び浄化機器と同様に、この 9 年間の伸び率トップテン入りした

国を見ると、7 ヶ国が新興国・途上国となっており、伸び率も高い。 
 
（２）CMS 手法による水関連産業の競争力分析 

次に、2000 年代の世界各国の水関連輸出増の相違はどういった要因に分解できるのであ

ろうか。そこで、これらの輸出増加について、世界全体の需要増によるもの、輸出先の市場

成長によるもの、そしてそれ以外の競争力要因によるものに分解するCMS（Constant 
Market Share）手法による分析を行う6。対象国は、両分野の輸出国トップ 5 と日本以外に、

輸出増加率の著しい国や水関連産業育成に力を入れている国、具体的には、①ではシンガポ

ール、韓国、②では韓国、ハンガリーとしている。単年での輸出の振れを考慮して、2000-02
年と 2006-08 年の平均値を使って輸出増加率を計算している。 
 
① 水のろ過及び浄化機器 

輸出シェアが高水準の日米欧の輸出増について、世界需要要因の寄与が大きい（図表

3①）。特に、米国、カナダ、フランス、そして日本の寄与率は 100％を超えている。一

方、先進国の中でも、ドイツは伸び率も高く、他の先進国と比べて競争力要因の寄与が

大きい結果となった。 
新興国では、シンガポール、中国については、世界需要要因の寄与は限定的であり、

対照的に競争力要因の寄与が大きかった。 
各国における市場構成要因の寄与はカナダを除くと些少であった。カナダは輸出先の

米国の比重が極めて大きく、米国市場の伸びの低さに引きずられる形となった。 
 

② 遠心ポンプ 
遠心ポンプも、水のろ過及び浄化機器と同様の傾向を示している（図表 3②）。米国

は世界需要要因の寄与率が 173.8％と 100％をはるかに上回る一方で、競争力要因は－

80.9％とマイナス幅もダントツに大きい。日本も、競争力要因のマイナスの寄与率の大

きさは米国に次ぐ。 
対照的に、中国やハンガリーの増加率は、主に競争力要因の上昇によって説明される。 
各国における市場構成要因の寄与は、日本が若干目立つものの、概して①水のろ過及

び浄化機器と同様に些少であったと言ってよい。日本の場合、現在ポンプ需要が伸びて

いる中国や中東・北アフリカ地域向けの輸出の比重が大きいために、市場構成要因の寄

与が相対的に高くなっている。 

                                                  
6 同分析の詳細については、末尾の補論で説明している。 
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（３）輸出単価の動向に見る技術の水準と方向性 

2000 年代に新興国などの水関連輸出を大幅に増やした国は、競争力要因の寄与が大きい

ことが分かる。 
ただ、この CMS 手法による分析では、データ制約のために世界需要要因と市場構成要因

以外の輸出を伸ばした要因を競争力要因として整理せざるを得ないために、競争力要因があ

まりにも漠然としていてとらえにくい。特に、新製品の開発等に大きく関係する技術力がそ

のまま競争力要因のなかに取り込まれていて、両者の関係がどうなっているか明らかにされ

ていない点が問題である。 
そこで、輸出額を輸出重量で除して算出した輸出単価を技術力の代理指標として用いて輸

出単価分析を行うこととしたい。具体的には、上で取り上げた国の輸出単価水準と同単価伸

び率の関係を見ることで技術の水準と方向性を把握する。こちらも単年での振れを考慮して

2000-02 年と 2006-08 年の平均値で分析している。 
 
① 水のろ過及び浄化機器 

まず、2006-08 年の輸出単価の水準を見ると（図表 4）、日本(24.26 ドル)、ドイツ(23.30
ドル)が輸出単価の高い国に属するが、これらは世界の単価平均(17.19 ドル)を 3 割以上

上回る。日本の輸出単価の高さは逆浸透膜など高度な水関連製品群に支えられているた

めであり、ドイツの高さは高価格帯製品を国内で扱うなどの生産分業で生じたものと考

えられる。一方、輸出単価の低い国として、韓国(10.75 ドル)が挙げられるが、同国の

単価水準の低さは為替水準も関係していよう。 
次に、輸出単価の伸び率を見ると、世界平均で 31.2％、国別に見ると、日本を除き、

韓国の 180％を筆頭に、42.3～72％のプラスの伸びを記録している。ただし、ここで気

を付けなければいけないのは、これらの伸び率はドル表示で計算されており、為替変動

に影響される点である。実は 2000 年代においてドル安・自国通貨高で推移しており、

輸出単価がドル表示で表示された場合、単価額がかさ上げされてしまうのだ。 
そこで、為替変動率を差し引いた伸び率、つまり自国通貨建てでの伸び率を計算し、

単価水準との関係を見たのが図表 5 である。世界平均は 22.6％にまで伸びが縮小し、

プラスを記録した国を見ても大幅に鈍化しているが、それでも韓国は 132.7％、中国は

27.7％と伸びを示している。韓国や中国などの輸出単価の上昇は需要の高まりだけでな

く、提供している製品や部品が品質面や技術面で高まっていることも反映していよう。 
一方、日本だけ、輸出単価が▲26.8％（ドル表示）と下落している。円表示で見ても

▲29.9％と下落幅は大きい。日本の輸出単価が下落する背景には、これまで日本の水関

連企業は、輸出単価水準から見て取れるように高度な製品や部品を提供してきたが、

2000 年代に入って同生産のコストダウンに重きを置いたことが指摘されている7。こう

いった日本企業の動きがこれらの単価下落に関係していると見られる。 
 

② 遠心ポンプ 
2006-08 年の輸出単価を見ると、15 ドル以下の国(ハンガリー、韓国)と 10 ドル後半

の国(米国、日本、中国、フランス、デンマーク)、そして、20 ドルを超える国(ドイツ)

                                                  
7 竹ヶ原（2005） 
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である。ドイツの輸出単価の高さは、①同様に、製品群を価格帯により中東欧などと生

産分業を実施したことで発生したと考えられる。 
輸出単価の伸び率を見ると（図表 4）、ハンガリー、韓国を除くと、40.1～83.4％で

の推移となっている。ハンガリーを見ると、26％の伸びに過ぎないのに対し、韓国は、

125％と大きく上昇している。 
こちらも①同様に、自国通貨建てで見ると（図表 5）、韓国やハンガリーを除くと、

9.2～41.6％台と伸びが鈍化する。韓国も 85.9％と伸びが鈍化するものの高水準である

のに対し、ハンガリーは▲15.4％と下落に転じてしまう。 
韓国の輸出単価の伸びの高さには技術のキャッチアップが支えていよう。その一方、

ハンガリーの同単価下落には、同国に進出したポンプメーカーがハンガリーを汎用品生

産拠点として活用したことも関係しているのではないか。 
 

（４）水関連産業の技術力と競争力の関係 
世界各国の水関連企業は製品戦略として性能・品質面での高度化、ないし製品・部品の低

価格化を掲げ、製品の開発および販売を行ってきた。問題は、企業が開発・投入した水関連

製品・部品が輸出先のニーズにマッチしているかどうかである。ある国の企業が他国のライ

バル企業よりも性能・品質面で同製品・部品の高度化を達成し、輸出単価を引き上げても、

輸出先が、提供された製品・部品の性能・品質が単価に見合っていないと評価すれば、その

国の輸出は他の国よりも伸び悩むであろう。同様に、ある国の企業がコストダウンに成功し

て単価を引き下げても、輸出先が依然として割高と判断すれば、輸出は伸び悩む。 
そこで、各国の輸出単価と輸出額の伸び率を取り上げ、世界平均伸び率からの乖離がそれ

ぞれプラスかマイナスかにより、四つのグループに分ける（図表 6）。 
第一グループは、第一象限にあり、輸出単価の上昇も輸出金額の上昇も世界平均を上回る

国である。技術力の上昇による高度化と単価の引き上げが輸出市場で評価され、競争力の向

上につながったと見ることができよう。 
第二グループは、第二象限に存在し、輸出単価の伸び率が世界平均を下回るものの、輸出

額の伸び率は上回る国が属する。自社技術で実現した製品・部品の低価格化が輸出市場で好

感され、シェアを伸ばしたと言ってよいだろう。 
第三グループは、第三象限に位置しており、輸出単価の伸び率も、輸出額の伸び率も世界

平均より下回る国が入る。二つの解釈が存在する。一つは、技術力の上昇が他国よりも鈍い

ため、相対的に低い製品・部品しか提供できず、競争力が劣ってしまったという説。もう一

つは、製品・部品の低価格化に踏み切ったものの、輸出市場がその戦略を評価していないと

いう説である。 
後の第四グループは、第四象限に属し、輸出単価の伸び率が世界平均を上回ったものの、

輸出額の伸び率は下回っている国である。高度化が輸出市場で評価されず、他の国に遅れを

とってしまったと言えよう。 
各国がどのグループに属するかを見ることで、企業の持つ技術力がどの程度まで競争力に

転化しているか把握できよう（図表 7）。単年での振れを考慮して 2000-02 年と 2006-08 年

の平均値で分析することとし、また為替変動率を差し引いた自国通貨建てで伸び率を計算し

た。 
 
① 水のろ過及び浄化機器 
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上述の分類を行ったところ、まず、第一グループには「世界の工場」中国が入り、第

二グループは水関連産業の海外進出が目立つシンガポールが入った。但し、両国ともに

単価の動きの割には輸出額の伸び率が突出しているのが目立つ。 
第三グループには、スペイン、日本、ドイツ、フランス、イタリア、そしてカナダが

入った。水関連の製品・部品の輸出に伝統を持ち、輸出の世界シェアが高い国が多い。

その分、他国からの挑戦を受けやすいポジションにある。新興国企業との競争の結果、

輸出単価と輸出額両方の伸び率が低下してしまったと言える。特に欧州勢の低迷が目立

つ。 
第四グループは、米国と韓国が存在する。ただし、韓国の場合、輸出額はほぼ横ばい

であるのに対して、輸出単価は 2 倍以上上昇しており、実質的には第一グループに属

していると言ってもよいだろう。 
 
② 遠心ポンプ 

第一グループには、韓国が入った。技術的キャッチアップを行ってきたものの、依然

として割安なこともあり、輸出額の伸びも世界平均を上回った。 
第二グループには、中国とハンガリーが存在する。ハンガリーの単価が下落している

分だけ、中国よりも輸出額の伸びが上回っているが、いずれも輸出単価の動きの割には

輸出の伸び率が突出している。 
第三グループは、日本、米国、ドイツ、フランス、デンマークが含まれている。これ

まで輸出シェア上位にあった国であり、多国籍企業のグローバル戦略の変更や新興国企

業の挑戦の影響を受けていると言えよう。 
 

（５）第２節のまとめ 
これまで見てきたように、2000 年代において、その当初に水関連輸出で優位にあった先

進国が多くの国で輸出シェアを低下させている。その一方、新興国はこの間、技術力を引き

上げて製品・部品の高度化や低価格化を実現しており、その結果、競争力の改善と輸出の促

進に成功した。ただ、中国（ろ過及び浄化機器、遠心ポンプ）やハンガリー（遠心ポンプの

み）は輸出の伸びが突出していて、技術力の上昇による輸出単価の動きだけで説明するには

不十分である。また、シンガポールはろ過及び浄化機器等の生産拠点ではないため、以上述

べてきた解釈では説明できない。技術力以外の他の要因が競争力の向上と輸出の増大に効い

ていると見られる。 
筆者は、これらの国の競争力を向上させた他の要因について以下の二つが挙げられると考

える。まず、①先進国の多国籍企業のグローバル戦略の変化、つまり、水関連生産・輸出拠

点の先進国内から新興国などへの分散やシフトが行われたことである。次に、②現地政府等

による輸出支援が挙げられる。こういった企業や政府の取り組みが新興国企業の輸出競争力

を向上させ、輸出の増加に拍車をかけたと見るのが妥当である。 
 
３．政府の支援を受けて成長する新興国の水関連企業 
新興国企業の競争力向上の理由として、政府による輸出支援が挙げられることは先に触れ

た。実際、輸出支援のみならず、水に関する産業政策を実施している国が近年増えている。

欧州ではオランダ、スペイン、ドイツ、アジアではシンガポール、韓国、中国、オーストラ

リアが積極的に水関連産業の振興に取り組んでいると指摘されている。 
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以下では、各国の具体的な水関連産業支援策を見ていくこととするが、なかでも、水関連

企業の伸長が著しいスペイン、シンガポール、韓国での取り組みを取り上げて解説したい（図

表 8）。 
いずれの国についても共通していることは、本腰を入れ始めたのは 近のことであって、

また、水関連製品・部品の完全国産化が 終目的ではないことだ。水関連産業の特定の技術

領域や事業領域に対して政策支援を実施しているものの、それ以外の領域について外国の政

府や企業との連携を前提にしている。つまり、オープンスタイルでの自国水関連企業の育成

を志向しているのだ。 
 
スペイン：水の国家プロジェクト「A.G.U.A」計画によりプラントメーカーが成長 
スペインは1964年に欧州初の海水淡水化プラントをカナリア諸島に建設するなど造水に

積極的な国であるが、水関連産業の育成支援に積極的になったのは 2000 年代に入ってから

である。 
スペイン国土の南部、特に地中海沿岸は乾燥していて干ばつの被害が受けやすい地域であ

り、飲料水など生活用水や農業用水の確保が重要な問題であった。2004 年に生まれたサパ

テロ政権は、水供給に関する総額 38 億ユーロの大規模国家プロジェクト「A.G.U.A.」計画

を発表し、北部から水を輸送するのではなく、海水淡水化プラント 21 基を地中海沿岸に建

設し、そこから水を確保することとしたのである。また同プロジェクトは、造水を支える水

関連技術の研究開発に対して資金支援も行っている。 
このような国家プロジェクトに対し、スペインのプラントメーカーがこぞって参加し、ノ

ウハウの蓄積と競争力の改善に成功しており、現在では資本財輸出組合 SERCOBE などの

支援を得て、アルジェリアやインドなど海外進出も盛んとなっている。また、部品について

も、ろ過膜は日米からの輸入に依存しているものの、それ以外のバルブやポンプなど関連部

品を製造する企業も育ってきている。その結果、スペインの水関連市場は 2000 年（27 億

ユーロ）から 2007 年にかけて倍増を上回る勢いで拡大し、56 億ユーロにまで成長した。 
また、スペインは、次世代造水プラントの研究開発も積極的である。カナリア諸島にある

カナリア諸島技術研究所では、太陽光や風力などの再生エネルギーによる海水淡水化の実証

実験を行っており世界的に注目されている。 
 
シンガポール：2015 年までに世界的な水の産業集積「Global Hydro Hub」の構築へ 
シンガポールは水関連産業の育成について も積極的に取り組んでいる国の一つである。

都市国家であるシンガポールは国土の狭さから資源について関心を持っており、特に水資源

については、マレーシアから水道水を輸入していたこともあって、水源の安定的確保は重要

な命題であった。そこで政府は 2001 年にシンガポール公共事業庁（PUB）を設立し、同庁

に上下水道の一元管理を行わせながら、水源の確保と水関連産業の育成のための政策を実施

させている。 
水源の確保については、Water For All を唱えて、4 つの供給戦略を発表している。具体

的には、①水輸入を全供給量の一割程度に抑える一方で、②貯水池や雨水集水域を国土の 3
分の 2 まで拡大し、さらに、③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④海外淡水化事業を推進しており、2010 年以降には水自給率 90％を達成する目

標を掲げている。また、水の需要側についてもシンガポール国民に節水や水との共生に関す

る意識を高めるような政策が実施されている。 
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水関連産業の育成については、2015 年までに産業集積 Global Hydro Hub を形成して世

界の水市場の 3％を占めることを目指すとしている。そのために、政府間でも水関連国際協

力について合意を取り付けたほかに、税制優遇や研究開発助成による外国の水関連企業の国

内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。この結果、世界から 70 社の水関連企業がシンガポールに拠点を置き、シンガポ

ールの研究機関等に研究室を設置したり共同研究を行ったりしている。また、水関連の人材

育成や国際会議の開催にも積極的で 09 年の「シンガポール国際水週間（SIWW）」では、

世界 82 ヶ国、1 万人の水関係者がシンガポールに集まった。 
このようにして集まってきた水関連技術をシンガポール企業が吸収することで競争力の

向上に努めている。また、政府も海水淡水化プラントや NEWater プラントの建設を自国企

業に請け負わせて事業経験を蓄積させると同時に、国際的な造水事業の入札資格を取得させ

ている。その結果、国際的に通用するシンガポールの水関連企業が育っており、ハイフラッ

クス社はその代表的な企業である。同社は現在、国内だけでなく中国や中東・アフリカなど

で積極的に事業展開し、2008 年 4 月にアルジェリアで世界 大級の海水淡水化プラントの

受注に成功している。 
 
韓国：海水淡水化の研究開発プロジェクト「SEAHERO」に国費投入 
韓国政府は、2000 年代に入って膜技術の研究開発支援を行っており、2006 年には海水淡

水化に関連する研究開発プロジェクト「SEAHERO」を立ち上げている。 
「SEAHERO」は、具体的には 4 分野のコア技術、①膜やエネルギー回収などのプラッ

トフォーム技術、②膜やポンプなどの国産化、③プラントのコスト削減やデザインの標準化、

④水道の運営維持に関する技術、について、大規模化、省エネルギー、低ファウリングの観

点から研究開発を行うとしている。「SEAHERO」の対象期間と投入金額は5年8ヵ月、1600
億ウォンとなっており、海外 4 大学を含む 25 大学、6 研究機関、Doosan などの水関連企

業 28 社が同プロジェクトに参加している。 
このような動きを踏まえて、政府は 2007 年 7 月に「水産業育成 5 カ年細部推進計画」を

発表し、2015 年までに国内水関連産業の規模を 2 倍に拡大し、世界の水関連企業 TOP10
に 2 社ランクインさせるとしており、研究開発減税などを実施している。 
事実、図表 1 でも明らかなように、水プラント建設で韓国企業の躍進が目立っている。

特に、Doosan は蒸発法による海水淡水化プラント建設では 41％の世界市場シェアを獲得

しており、造水プラントトップメーカーにまで上り詰めた。Doosan は参入当初において当

時競争力の高い日本企業から学ぶと同時に、プラントの大型化を図ることでコストを引き下

げることに成功し、受注の拡大に繋がった。ただし、2009 年の同社の水事業の決算を見る

と、他の新興国企業と違って営業赤字を計上しており、採算度外視の受注獲得に走っている

恐れもある。 
 
４．岐路に立つ日本企業 
（１）短期的には低価格化と新興国企業との提携 
健闘する日本の水関連企業 
日本勢はろ過膜やポンプなど素材・機器の供給において高いシェアを有し、競争力を持つ。

だが、近年、同市場には新興国企業が参入して競争が激化していると言われている。例えば、

ろ過膜の中でも、精密ろ過膜や限外ろ過膜については、膜の加工技術さえあれば生産できる
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こともあって中国や韓国の企業が多数参入し、安価なろ過膜を生産している。 
事実、世界の輸出統計を見ると、日本企業も新興国企業の挑戦を受けて、欧米同様に輸出

シェアを落としている。しかし、自国通貨換算で 2000 年から 08 年までの輸出額の伸び率

を計算すると、①ろ過膜モジュールなど水のろ過及び浄化機器では 81.9％、②遠心ポンプ

では 118％と、他の先進国（それぞれ 36.4％、71.7％）と比較すると、高いことが分かる。

その理由として、①については、高度な輸出品の単価を欧米勢よりも引き下げたことでコス

ト競争力を保ったことが大きく影響していると考えられる。②については、主な輸出先が中

国や中東・北アフリカなど需要拡大が顕著な地域であったことが寄与していよう。総じて日

本企業は先進国企業のなかでは健闘していると言ってよい。 
 
今後も低価格化を追求 

8一方、新興国企業との激しい競争は今後も続く 。特に、新興国企業が水関連素材・機器

生産を拡大した結果、低価格化に拍車がかかるものと見られる。このような低価格化につい

て、水道事業の民営化の進展も影響している。水道事業の民営化の結果、素材・機器納入の

決定権者が、これまでのプラントメーカーから設計、建設から運転管理・維持までを地方自

治体から請け負う事業運営者に変わっている。彼らは、料金収入にあわせた事業運営やコス

ト削減の観点を重視し、素材・機器の調達を安価に抑える傾向にある。また、排水処理に使

われるMBRなどろ過膜では欧州を中心に国際標準化の動きも出てきており、仮に標準化が

進めば大量生産が可能となることで更なる価格の低下が進むだろう。 
日本企業は逆浸透膜など高い技術をバックにした水関連製品や部品を数多く持ち、高度化

に向けての研究開発も盛んである。しかし、需要高まる素材・機器分野で競争力を維持する

には、むしろ生産の大規模化や生産拠点の海外への分散・シフトなどでコスト削減を図り低

価格化を実現せねばならない。 
同時に、低価格化を前提に、大量普及が高収益をもたらすように仕組みたいところだ。例

えば、日本の技術を刷り込んだ造水プラントを新興国企業に製造・販売させるようなプラッ

トフォームビジネスも一考に値する。 
また、政府も世界で産業政策が実施される中で、自国水関連企業への側面支援が欠かせな

い。例えば大規模な造水プラントの実証実験を支援するなど企業がコスト削減を行うための

研究開発を推進せねばならないだろう。 
 
新興国企業と提携して水需要の取り込みも 
確かに、素材・機器分野では日本勢が強い。しかし、世界の水ビジネス全体における同分

野のシェアはかなり限られていることを認識しなければならない。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 100 兆円の中で、素材・機器市場はその 1％の 1
兆円程度を占めるに過ぎないと見ている。やはり世界の水市場の 9 割を占める水道事業に

何らかの形で進出する必要があろう。 
当然ながら、日本勢にはビジネスベースに乗る水道事業の運転管理・維持業務の経験が不

                                                  
8 確かに、このような競争の激化は、先進国企業の生産拠点の途上国への分散・シフトという意図的にも

たらされたもので、問題ではないとの見方もある。確かに、先進国生産拠点との棲み分けをうまく行って

いる企業については全体として収益拡大に成功していよう。しかし、当地での生産活動を通じて現地企業

への技術移転は着実に進む。現地政府の企業支援も相まって新興国企業の競争力は向上し、長い目で見れ

ば、先進国の企業活動に影響を与えると考えられる。 

東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                                 2010. 5. 1７ 
- 11 - 



足しており、日本企業単独で水関連事業を海外で展開することは不可能である。アライアン

スから M&A までどのような事業形態をとるにせよ、ひとまず同事業の経験豊富な外国の企

業と提携し、運営経験を積む必要がある。 
その際、「水メジャー」だけでなく、新興国企業との提携を考慮すべきではないだろうか。

水道事業は「地産地消型ビジネス」と呼ばれるほど地域性の強い事業であり、提携により、

対象国の水需要の増大を取り込むことが可能となる。また、近年、新興国企業の技術力や営

業力も向上してきている。世界の水道市場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（図表 9）ことも提携先とし

ての有望性を示す。 
新興国企業との提携については、既にモデルケースも存在する、1997 年に三菱商事が地

場企業と組んで設立したマニラウォーターは水道民営化における成功事例として高く評価

されている。また、三井物産のメキシコ・アトラテック社や丸紅のチリ・デシマ社のように

中南米などで上下水道事業を営む現地企業を買収する動きも出てきている。 近では、エン

ジニアリング会社の日揮がシンガポールのハイフラックス社と組んで天津で海水淡水化事

業を運営する会社を設立しており、日立プラントテクノロジーもモルディブの上下水運営会

社の株式 20％を取得する。どちらも水道事業の運営ノウハウの吸収・蓄積が狙いである。 
日本企業は、世界で増大する水需要を海外企業に負けずに取り込むために、オールジャパ

ンにこだわるのでなく、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

いだろうか。 
 
（２）中長期的には「和製水メジャー」育成による産業の活性化と雇用創出 
長い目で見て「和製水メジャー」の育成も必要 
短期的には、日本企業は国境を越えた企業間連携で世界の水関連事業に取り組むべしとの

結論だが、筆者は、より長い目で見た場合、日本の水関連産業の活性化と雇用創出のために、

上下水道を営む水循環事業を営む企業グループ、いわゆる「和製水メジャー」グループを官

民連携で育成することが重要と考える。 
「和製水メジャー」グループの育成に取り組むべき理由を対外的な事情と国内的な事情と

に分けて論じたい。 
対外的な事情として3点ある。1点目は、民間企業が有する水関連技術はもちろんのこと、

日本の水道局が保有する水道事業の運営ノウハウや漏水防止などの技術の高さは世界で通

用すると見られており、水メジャーなど海外の水関連企業に対抗する武器となることだ。 
実際、カンボジアのプノンペン市の水道事業で、北九州市や大阪府の水道局の職員を派遣

して技術提供や人材育成を行ったところ、同市の水道普及率が 1993 年の 25％から 2006 年

の 90％に、漏水率が 72％から 8％に劇的に改善し、24 時間給水を実現させている。この「プ

ノンペンの奇跡」には、日本の水道局が持つ、水質の分析という化学的な要素、機械や電気

の制御という機械工学的な要素、そして浄水場の管理という土木工学的な要素を統合管理で

きる水道技術管理者のノウハウが大きかった。 
民間企業や水道局が、人材育成を含めたこれらのノウハウに水関連要素技術を組み合わせ

て一つのシステムとして海外で事業展開をおこなうことができれば、「水メジャー」などと

も対抗することができるだろう 。 9

                                                  
9 人材育成からボトムアップで水道事業の運営能力を高めていくことが水道事業の成否に関わっている。
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2 点目は、素材・機器やプラントなどの水関連企業の競争力向上に役立つことである。こ

のことは同じインフラ産業である鉄道の事例からも窺える。鉄道車両メーカーである日立製

作所は、2000 年以降、鉄道の発祥の地である英国への進出に執念を燃やしたものの、車両

のメンテナンス技術を持っていないために独シーメンス社、仏アルストム社、加ボンバルデ

ィア社のビッグスリーに苦杯を嘗めさせられていた。そこで、鉄道全体のシステム技術やノ

ウハウを保有するJR東日本グループの協力を得て車両メンテナンス技術の実証に力を入れ

た結果、2004 年ついにドーバー海峡トンネル連絡線向け高速鉄道車両の受注に成功したの

である10。このようにシステム全体の技術やノウハウを保有する企業の存在は、関連産業に

大きな便益をもたらすことから、「和製水メジャー」が誕生すれば、水関連産業の競争力向

上に大きく寄与すると考えられる。 
3 点目には、日本は再生エネルギーや資源リサイクルなど環境に優しい技術を抱えている

が、これらを水道事業に応用して海外展開の武器として使うためには、国内で事業展開を行

う「和製水メジャー」の方が 適と考えられる点である。太陽光発電や下水汚泥の燃料化な

ど日本は環境に優しい技術を多く抱えているが、これらを既存の水道事業に応用するにはさ

らなる研究開発と実証実験が必要である。その場合、国内に事業拠点を持つ「和製水メジャ

ー」の方が同技術を持つ企業や研究所に近く、事業化しやすいのではないだろうか。実際、

国内で海水淡水化などの造水プラント建設・運営などの経験を積み、その後、海外に事業展

開した方がうまくいくことはスペインやシンガポールの企業事例からも明らかである。 
 
国内の更新投資や技術伝承の担い手としての「和製水メジャー」 
一方、国内的な事情として、次の 3 点の課題を取り組むためには「和製水メジャー」グ

ループの存在が理想的なことだ。1 点目は、老朽化した水道施設を更新する担い手が必要な

ことである。上下水道合わせて 117 兆円のストックが存在しており、今後更新投資を必要

とするものの、料金収入は 4.3 兆円程度にすぎず、更新投資のための補助金も地方自治体の

財政難を考慮するとあてにできない。民間からも資金を投入して更新投資と事業運営を行う

「和製水メジャー」が誕生すれば、これらの課題を解決する可能性が高まる。 
2 点目は、水道事業を支える職員が高齢化していて大量退職を控えており、技能継承の受

け手が必要なことである。水道統計平成 17 年版では、水道事業体の職員の 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。彼らからの技能

継承を円滑に進めるためにも、技能継承の受け手としての「和製水メジャー」が不可欠であ

る。 
3 点目に、全国の水道事業体の運営の効率化を図るには、その 7 割を占める給水人口 5

万人以下の小規模の水道事業体の事業の広域化を推進する必要がある。その際、「和製水メ

ジャー」がその受け皿として機能すれば、経営ノウハウを活用して同事業運営のコスト削減

を実現する可能性が高い。 
 
海外展開には国内基盤を固めることも重要 
対外的な事情は当然のことだが、国内的な事情も併せて「和製水メジャー」グループの育

成を論じるのは違和感があるかもしれない。だが、海外の「水メジャー」の新興国での活発

                                                                                                                                                  
実際、成功したと言われるフィリピン・マニラウォーターの水道事業も現場レベルの社員教育に力を注い

でいる。なお、マニラウォーターについては、脚注 3 で取り上げた拙著でも詳しく説明している。 
 片山修（2009） 10
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な事業展開は、国内での強力な経営基盤に基づいていることを知る必要がある。ヴェオリア

は欧州で 7 割以上、なかでもフランスで 4 割以上、売上を稼いでおり、スエズも同様の収

益構造を持つ。「和製水メジャー」も積極的な海外展開を図るために国内基盤を固めねばな

らないのである。そのためには、地方自治体が水道事業の発注を分割方式から性能方式へと

シフトするなどして民間への開放を一層進めねばならず、政府もこれを支援する必要がある。 
「和製水メジャー」の潜在的な強みは、日本が持つ省水や各種リサイクルなど環境配慮型

技術を駆使して、上水や下水、生活用水、工業用水、農業用水を包含した水循環そのものを

水ビジネスとして展開できる点にある。「和製水メジャー」は技術の実証実験を続けて事業

化することはもちろんのことであるが、技術を活かすための組織能力を既存の水メジャーの

レベルにまで高める必要がある。まず、水道事業の運営ノウハウからろ過膜など同部品の技

術までを統合してスピーディーな意志決定を行うようにしなければならない。また、インフ

ラビジネスは長期にわたる事業でリスクも高いことを考慮して、長期間の事業の運営・管理

の方法から、リスク管理、資金調達、そして人材育成に至るまでビジネスモデルを確立して

おかねばならない。 
 
民間水道会社や大都市水道局が「和製水メジャー」の核に 
その場合の「和製水メジャー」の中心的な役割を果たすプレーヤーは、水道事業の運営ノ

ウハウを持つジャパンウォーターのような民間の水道会社のほか、大都市の水道局11になる

だろう12。また、「和製水メジャー」が海外で事業展開することを考慮すると、構成するグ

ループ企業全てが日本企業である必要性はない。例えば三菱商事が出資するマニラウォータ

ーも「和製水メジャー」となりうる 。 13

水ビジネスのようなインフラ事業は長期的に取り組むことで安定した収益が確保しやす

い一方で、民間の企業グループが長期的に取り組むには金融や財務面で不安が残る。また、

現地の政府や地方自治体の契約不履行、現地通貨の変動など民間企業では引き受けられない

特有のリスクも存在する。こういったリスクについても官民で分担する仕組みを作り上げる

必要があり、国際協力銀行や貿易保険などの活用が不可欠となる。インフラなどの長期資金

の供給は国際協力銀行など日本の金融機関が得意とするところであり、これらの機関の活用

は日本の水ビジネスの海外展開に向けて欠かせない。できれば、環境配慮や省水など日本が

得意とする技術を組み込んだ水ビジネスに低利で融資する仕組みが欲しいところである。 
 
高コスト構造の打破は不可欠 
内外を見据えて水道事業を行う「和製水メジャー」グループを立ち上げた場合、同社が国

際競争力を持つためにまず取り組まねばならないことは同事業の高コスト構造を打破する

ことだ。これまで国内の水道事業は安全安心を 優先事項として、コストは二の次であった。

一方、海外の水需要について、安全性が高く品質の良好な水を求めているわけではない。民

間の手法を導入してこれまでの高く付いた事業構造を改革し、補助金や ODA に依存しない

                                                  
11 実際、北九州市、大阪市、川崎市では水道技術を活用した海外での日本企業支援に動いており、東京都

や横浜市は三セクや新会社を活用することで自ら水ビジネスに取り組む姿勢を示している。 
12 企業と地方自治体の連携の具体的な類型については、2010 年 4 月に発表された経済産業省 水ビジネス

国際展開研究会「水ビジネスの国際展開に向けた課題と具体的方策」にまとめられている。 
13 三菱商事とマニラウォーターはインドや豪州での水道事業を手掛けることを表明している。豪州の場合、

日揮と産業革新機構も出資することとなった。 
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事業展開を行う必要がある。 
そのために、漏水や盗水を減らして料金徴収率を高めるだけでなく、新興国企業との提携

や素材・機器等の現地化を実施せねばならないだろう。つまり、人材や素材・機器などすべ

て日本製にこだわらなくてもよいことを強調したい。このことは水メジャーの事例だけでな

く、政策支援で競争力のある水関連企業の育成に成功している国の事例からも明らかであろ

う。 
 
政府には、トップセールス、公的援助とのリンク、ワンストップサービスも期待 
政府の水関連産業に対する姿勢は新興国同様、オープンスタイルを貫くべきである。日本

企業連合でないと支援しないという方針では、結局、変化をもたらすことができず産業活性

化につながらない。政府は海外での新興国企業との提携支援や海外水関連企業の国内誘致に

積極的に取り組むべきである。 
また、政府の役割として水道技術の移転や運営リスクの分担を官民連携でうまく進めるだ

けでは不十分である。さらに、以下 3 点について政府の役割期待を述べておきたい。 
まず 1 点目は、大規模な事業案件については首相・大臣レベルのトップセールスを始め

とする政府間交渉を外国に負けず繰り広げる必要があるだろう。その際、他のインフラ案件

をパッケージするなど政府ならではの大所高所に立った交渉を期待したい。ここで問題とな

るのは、例えば一つのインフラプロジェクト案件に複数の日本企業グループが応札している

場合である。政府は特定の企業にコミットすることはその中立的な立場から難しい。政府か

らの支援を十分に得るためには、水関連企業側も、企業の枠を超えた事業再編・統合などの

努力が必要ではないだろうか。 
2 点目に、民間企業の活動とリンクした公的援助の活用が考えられる。例えば、民間企業

には経験もなく採算性も低い海外の水道事業人材の育成を日本の政府や地方自治体が積極

的に手がけてくれれば、「和製水メジャー」など日本企業にとって海外での水ビジネスが展

開しやすくなるだろう。また新興国での水道技術、特に下水道分野での標準作りの支援にも

公的援助が充てられてもよいだろう。 
3 点目として、シンガポールの PUB のように水を一元管理する行政の仕組みを作り上げ、

水関連企業へのワンストップサービスを実現せねばならない。特に、将来の水ビジネスを見

据えた場合、下水・排水の、飲料水や農業用水へのリサイクルや上下水道施設の補修、更新

などのアセットマネジメントなど上下水道の区分を超えたビジネスは有望であり、そのため

には上下水道の管理を一元化しておく必要があろう。すぐに国レベルで一元化ができないの

であれば、国内で「水の特区」を設置して、その中で上下水道の一元管理と水関連産業の活

性化を試行するといったやり方も考えられよう。 
「和製水メジャー」グループが誕生すれば、日本の世界における水市場シェアは大きく拡

大することとなり、関連する日本企業の競争力強化と雇用創出につながろう。日本は産学官

挙げて「和製水メジャー」育成に取り組むべきではないか。   ■ 
 
＜主要参考文献＞ 

・ 片山修「鉄道はなぜ輸出産業になったか」株式会社 PHP 研究所『VOICE』平成 21 年

11 月号(2009) 
・ 栗原優、竹内弘「水問題！ 日本の貢献は？ ―世界の水環境問題解決に貢献する東レ

の水処理膜技術と日本企業の水処理事業世界展開に向けて―」東レ経営研究所『経営セ
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ンサー』2008 年 6 月号 
・ 黒沼勇史「新興国の輸出拡大要因 ―CMS 分析と輸出競争力の決定因―」JCER 

REVIEW Vol. 65、2008 年 5 月 
・ 経済産業省「通商白書 2008 年版」 
・ 経済産業省水資源政策研究会「わが国水ビジネス・水関連技術の国際展開に向けて － 

『水資源政策研究会』取りまとめ」2008 年 
・ 経済産業省水ビジネス国際展開研究会「水ビジネスの国際展開に向けた課題と具体的方

策」2010 年 4 月 
・ 産業競争力懇談会（COCN）「水処理と水資源の有効活用技術 － 急拡大する世界ビ

ジネス市場へのアプローチ」2008 年 3 月 
・ 竹ヶ原啓介「水循環の高度化に関する技術動向と展望－水処理ビジネスの新たな展開」

日本政策投資銀行『調査』第 75 号、2005 年 
・ 東レ及び各社ＩＲ資料 
・ 中村吉明「日本の水ビジネス」東洋経済新報社、2010 年 3 月 
・ 福田佳之「水ビジネス 技術は強さを誇る 日本企業は新興国と提携を」毎日新聞社『エ

コノミスト』2010 年 4 月 27 日号 
・ 福田佳之「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い

だせるのか」東レ経営研究所『経営センサー』2009 No.113、2009 年 6 月 
・ 福田佳之「「和製水メジャー」で世界市場を狙う－三菱商事の水事業の民活インフラ戦

略に学ぶ」東レ経営研究所『経営センサー』2009No.115、2009 年 9 月号 
・ Pinsent Masons Water Yearbook 2009-2010 

 
 
 
 
 

（ご注意） 
・ 当資料で示された意見は筆者の個人的な見解を示すものであり、東レ経営研究所及び東レグループによるも

のではありません。またありうべき誤りは筆者の責任に帰するものです。 
・ 当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、東レ経営研究所はその正確性を保証す

るものではありません。内容は予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。 
・ 当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。当資料に

従って決断した行為に起因する利害得失はその行為者自身に帰するものといたします。 
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【補論】CMS 分析について 
 

CMS分析とは、対象とされる国の 2 時点間における輸出増加を以下 4 点の要因に分解す

る手法である 。 14

 
（1）世界需要要因：2 時点間に世界の総合的な輸入需要が増えた（減った）ため、

対象国の輸出も増えた（減った）と考える要因 
（2）商品構成要因：当初の輸出商品構成では世界需要増加率の高い（低い）品目が

多く、対象国の輸出も増えた（減った）と考える要因 
（3）市場構成要因：当初の対象国の輸出先構成では、輸入増加率が高い（低い）国

が多く、対象国の輸出も伸びた（伸びなかった）と考える要因 
（4）競争力要因：（1）、（2）、（3）以外の要因で対象国の輸出が伸びたとする要因、

具体的には、労働生産性や為替レートの変化だけでなく、（2）や（3）でカバー

することができない新製品開発力や販路拡大能力なども含まれる 
 

上の各要因は、次の恒等式展開により算出が可能となる。 
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今回の分析では、各国の両分野の輸出増加率について、(1)世界需要要因、(3)市場構成要

因、そして、(4)競争力要因に分けて寄与率を計算し、(2)商品構成要因を外している。分析

の対象が水の素材・機器といったかなり狭いカテゴリーの分野を対象としていて、それより

下のカテゴリーの輸出データを収集することができず、(2)を計算できなかったためである。 
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【図表】 
図表1 世界の造水プラント建設におけるメーカーランキング

プラントメーカー 国名 水量（1000m3/日） シェア（％）

1 Veolia Environmental フランス 5,420 15.6
2 Fisia Italimpianti イタリア 3,025 8.7
3 Doosan 韓国 2,852 8.2
4 GE Water 米国 2,472 7.1
5 Suez Environment フランス 1,529 4.4
6 Befesa Agua スペイン 1,388 4.0
7 ACS スペイン 1,312 3.8
8 Hyflux シンガポール 1,122 3.2
9 Acciona Agua スペイン 1,112 3.2

10 IDE イスラエル 1,002 2.9
34,687 100.0

（注）海水淡水化プラントで2000年から2008年半ばまでの累積ベース

（出所）International Desalination Association

総計
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輸出伸び率トップ10

国 伸び率 2008年輸出額
1 メキシコ 3179% $95,852,914

2 中国 2440% $251,003,477

3 リトアニア 2066% $20,443,622

4 インド 1952% $64,125,369

5 ポルトガル 1483% $15,275,834

6 トルコ 1339% $37,449,987

7 ラトビア 1056% $22,320,774

8 スロバキア 911% $12,440,782

9 ポーランド 906% $50,618,063

10 チェコ 746% $65,438,405

32 日本 166% $148,909,230

（注）2000年から2008年の9年間、1000万ドル以上に限定

（出所）UN, "COMTRADE"

図表2 輸出額シェアの推移　①水のろ過及び浄化機器（HS842121）
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② プ（HS841370）遠心ポン
2008年2000年

図表3 世界各国の輸出増加率の要因分解　①水のろ過及び浄化機器

2000年代
伸び率 世界需要要因 市場構成要因 競争力要因

米国 54.5% 191.5% 12.0% -103.6%
ドイツ 144.0% 72.5% -0.2% 27.7%
カナダ 46.6% 224.2% -69.7% -54.5%
フランス 49.3% 211.9% 22.2% -134.1%
イタリア 118.6% 88.0% 2.3% 9.7%
日本 89.9% 116.1% 0.6% -16.8%
中国 980.6% 10.6% 0.5% 88.8%
韓国 128.5% 81.2% 4.4% 14.3%
シンガポール 302.8% 34.5% 4.4% 61.1%

（出所）UN, "COMTRADE"

寄与率

輸出伸び率トップ10

　　　遠心ポンプは上下水道や造水の用途以外のポンプも含む

（出所）UN, "COMTRADE"

国 伸び率 2008年輸出額
1 ルクセンブルグ 15323% $76,896,412

2 ハンガリー 3141% $266,856,000

3 リトアニア 2971% $11,382,626

4 ロシア 1436% $315,113,373

5 ノルウェー 1407% $625,582,451

6 中国 1329% $773,418,209

7 スロバキア 1191% $51,955,617

8 タイ 996% $12,282,553

9 アルゼンチン 824% $35,977,351

10 オランダ 676% $303,700,411

27 日本 316% $1,018,688,132

（注）2000-08年の9年間で、1000万ドル以上に限定
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②遠心ポンプ

2000年代
伸び率 世界需要要因 市場構成要因 競争力要因

163.1% 105.4% -2.9% -2.5%
98.8% 173.8% 7.1% -80.9%

132.2% 129.9% 27.7% -57.7%
152.2% 112.9% -10.7% -2.2%

デンマーク 110.7% 155.2% -14.3% -41.0%
中国 673.4% 25.5% -2.5% 76.9%
韓国 215.2% 79.8% 0.3% 19.9%
ハンガリー 1704.6% 10.1% -10.8% 100.7%

（出所）UN, "COMTRADE"

寄与率

ドイツ
米国
日本
フランス

図表4 単価水準と輸出伸び率（ドル表示）　①水のろ過及び浄化機器

（出所）UN, "COMTRADE"
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②遠心ポンプ

（出所）UN, "COMTRADE"
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図表5 単価水準と輸出伸び率（現地通貨表示）　①水のろ過及び浄化機器

（出所）UN, "COMTRADE"
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図 6 技術力と競争力で見た各国「水」産業の4類型グループ分け

Ⅱ Ⅰ
Ⅲ Ⅳ

（出所）筆者作成

図表7 輸出単価伸び率と輸出金額伸び率の、世界平均からの乖離
①水のろ過及び浄化機器

（出所）UN, "COMTRADE"
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<第１グループ>
輸出単価や輸出金額の伸び率が
世界平均より上回る

→技術力上昇による高度化と単価
　 引き上げが輸出市場で評価

<第2グループ>
輸出単価の伸び率は世界平均より
下回るが、輸出金額の伸び率は
世界平均より上回る

→低価格が輸出市場で評価

<第3グループ>
単価や輸出金額の伸び率が
平均より下回る

術力上昇も低価格化も輸出
市場で不評

輸出
世界

→技
　 

<第4グループ>
輸出単価の伸び率は世界平均より
上回ったが、輸出金額の伸び率は
世界平均より下回る

→技術力上昇による高度化と単価
   引き上げが輸出市場で不評
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②遠心ポンプ
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図表8 新興国の水関連産業政策

構想、プロジェクト （開始時点） （予算） 特徴 代表的企業

スペイン A.G.U.A. Program 2005
・（プログラム総額で）
38億ユーロ

・海水淡水化プラントを地中海沿
岸に建設
・研究開発支援も

Acciona、
Befesa、Inima
など

シンガポール Global Hydro Hub 2006

・年間予算を2015年まで
に17億S$まで増額
・2007～11年で3.3億
S$の研究開発支援

・2015年までに世界市場の3％シェ
アを獲得
・海外先進企業を誘致
・国内に造水プラントや実証実験
施設を建設

Hyflux、
Keppel、
Semb Corp
など

韓国 SEAHERO 2006
・（プロジェクト総額で）
1600億ウォン

・海水淡水化用逆浸透膜など
4分野のコア技術の研究開発支援
・実証実験施設を釜山に設置

Doosanなど

（出所）各国政府資料や報道資料など

図表9 民間企業による世界の給水人口の推移

（注）ボックス内数値は水メジャーなど上位5社のシェア

（出所）Pinsent Masons Water Yearbook 2009-10
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