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1．はじめに
下水関連需要が世界的に高まっている。先進国

では下水道の老朽化に伴う更新需要、新興国や途
上国では新規需要が発生している。特に新興国で
は大都市が続々生まれており、下水の集中処理な
ど高度な技術が必要な状況である 1。

本稿は、このような世界的な需要に応じて下水
関連事業を展開している日本企業の先進事例を紹
介する。老朽化した下水道管路の更生を手がける
積水化学工業株式会社と膜による下水処理事業を
展開する株式会社クボタである 2。

2．	内外で下水道の管路更生事業を本格化させ
る積水化学工業

老朽化した下水道管路の入れ替えには	
27兆円が必要

これまで日本の下水道は着々と整備されてき
た。下水道利用人口を総人口で割った下水道普及
率を見ても 1985 年では 36％と 4 割に満たなかっ
たが、2010 年には 73.7％と倍増している。国内の
管路延長も 42 万 km に達し（図表 1）、優に地球
から月までの距離を超える。

その一方、下水道管の老朽化も進展している。

もう一つの水ビジネス
—下水関連ビジネスにおける積水化学工業とクボタの取り組み—

Point
❶  積水化学工業は SPR（Spirally Pipe Renewal）工法を使った下水道管路の更生事業に取り組ん

でいる。同工法は開削することなく、また下水を止めずに施工することが可能であり、工期の短縮
や工事費の削減に寄与する。

❷  同社は材料販売だけでなく、管路更生のバリューチェーンまでを視野に入れて事業を拡大させてお
り、同事業を実施するに当たり、グローバルな体制を整えている。

❸  クボタは下水等の処理を行うろか膜である MBR（膜分離活性汚泥法）で世界第 2 位の市場シェア
を持つ。同社は MBR を軸として再生水や膜型メタン発酵など下水処理ビジネスを内外で展開して
いる。

❹  海外では政府の支援を受けた下水関連企業がプレゼンスを増す中で、日本の下水関連企業を支援す
る日本政府の覚悟が今試されている。
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道路陥没が年間で数千件程度発生しており（図表
2）、これらは交通車両の増大に合わせて、腐食や
浸入水の発生などにより鉄筋コンクリートででき
た管路が破損したり、その耐荷力が減少したりす
るといった老朽化によるところが大きい。現在、
敷設して 30 年以上経過する管路は 84,000km にな
り、耐用年数である 50 年を経過した管路に限っ
ても 11,000km に達している。敷設後 30 年を経過
すると、陥没個所が増加すると言われていること
から、このままでは道路陥没が増加することは

あっても減少することはない。
30 年以上経過した下水道管路 84,000km を新し

いものに入れ替える場合、27 兆円の費用が必要で
あると言われており 2、5 カ年計画で対処したとし
ても年間 5 兆円以上かかる。その間、敷設後 30
年を経過する管路が 40,000km 加わり、それに対
しても予算措置を講ずる必要がある 3。ちなみに、
国土交通省の社会資本整備総合交付金は総額 2.2
兆円で、下水道関連はその一部に過ぎない。

このような状況は日本だけではない。米国も下

2  積水化学工業による試算
3   農業用用排水路にも同様の問題が存在し、耐用年数 40 年を超えた用排水路は 10,000km に達すると言われており、こちらについ

ても対策が必要である。

図表 1　下水道管路の年度別整備延長

出所：国土交通省ホームページ

図表 2　下水道管路に起因する道路陥没件数の推移

出所：国土交通省ホームページ
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水道管路が老朽化しており、例えばアトランタで
は、50 年から 100 年を経過した管路が 2,400km に
ものぼり、管路破損事故が年間 1,000 件発生して
いる。こういった老朽化を受けて、環境保護局は
アトランタやロサンゼルスなど全国 20 都市に対
して下水道施設の改善命令を出している。

掘り起こしによる下水道管入れ替えは	
（実際には）困難

下水道管路の老朽化対策を至急打たねばならな
いが、その際いくつか考慮しなければならない点
がある。まず住宅密集地域や掘削禁止区域に指定
されているところでは道路を掘り起こして下水道
管を入れ替えることが事実上不可能な点である。
次に、そうでなくても工事による道路渋滞や騒音
や振動など周辺環境への影響を考慮しなければな
らない。また、下水道管内は有毒ガスが発生して
いることもあり、作業者の安全確保も必要である。

金銭的負担面も見逃せない点である。政府や地
方自治体の財政状況は困難となっており、下水道
管の老朽化対策で莫大な費用を負担できない状況
である。さらに、老朽化対策の結果発生する土砂
などの産業廃棄物への対応も無視できない。

以上の点を踏まえると、現実問題として掘り起
こして新しい下水道管に入れ替えることはかなり
困難だといわざるを得ない。こういった状況で、
老朽化した管路を掘り起こさずにリニューアルで
きる非開削の管路更生工法が注目されており、そ
の一つが積水化学工業の SPR（Spirally Pipe 
Renewal）工法である。

掘り起こさず、かつ下水も止めずに	
下水道管路を更生

現在、積水化学工業の SPR 工法による施工実
績は国内で 640km、海外で 30km を超えており、
800mm 以上の大口径の下水道管路更生市場では同
社のシェアは 6 割と圧倒的である。SPR 工法では、
品質が安定している硬質塩化ビニルでできた幅 8
センチの帯を使用する。これを老朽化した下水道

管内に送り込み、製管機を使ってらせん状に巻き、
その下水道管のすぐ内側に新たな下水道管（更生
管）を形成する。さらに、更生管と既存の下水道
管の間に特殊なモルタルを充填して新旧両管を一
体化し、強度を増している。

SPR 工法による管路更生では、開削を必要とし
ないだけでなく、下水の流水を止めずに施工が可
能である。また、どのような下水道管の断面の形
状でも更生が可能であり、円形はもちろんのこと、
矩形、馬蹄形でもかまわない。SPR 工法の画期的
な点は、どのような断面でも更生できる点にあり、
これは他の更生工法では対応できない。

三社共同体制で生まれた新工法
SPR 工法が開発されたのは 1988 年。パイプを

輸送して持ち込むのではなく、施工現場でパイプ
を作れないかとの発想から海外から技術導入する
など社内で開発を進めていたところ、東京都下水
道局から下水道管路の更生について同社に相談を
持ちかけてきたことがきっかけだった。同時期に
異なった材質で管路の更生工法の提案をしていた
足立建設工業も加わって共同開発がスタートし
た。材料について積水化学工業が、施工方法につ
いて足立建設工業が担当し、東京都下水道局の関
係会社である東京都下水道サービスがコンサルタ
ント的な役割を担う体制がとられた。

SPR 工法を生み出した三社体制は、その後も解
消されることなく現在に至るまで続いている。最
近でも、三社が今年 5 月に下水道管内での作業に
おいて完全無人化を実現した「自動化 SPR 工法」
を共同開発したことを発表した。

SPR 工法による管路更生では、従来の開削して
の管路入れ替えと比べて、工期や工事費の大幅な
短縮・削減が可能となる。具体的には、工期につ
いては従来の 4 割で済み、工事費も半分にまで削
減できるという。また使用する資源や出てくる廃
棄物も大幅に減らしており、投入資源は 20 分の 1
以下、廃棄物はほぼゼロとなる。同様に二酸化炭
素排出量も 3 分の 1 以下に抑えることができる。
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管路更生のバリューチェーンにまで事業拡大
積水化学工業が注力したのは SPR 工法の開発

だけではない。開発当初は、その材料販売を行っ
ていただけであったが、その後、自ら施工を手が
けることに踏み切っている。また、下水道管の老
朽化や劣化状況を調査・診断するシステムを開発
し、ユーザーの志向に合わせてリニューアルを提
供するコンサルティングビジネスにも着手した。
現在では、単体商品だけでなく、ユーザーのニー
ズに合わせたパッケージ商品の提供を掲げており、
地下ライフラインすべてを対象として、調査・診
断から工事、アフターメンテナンスまで管路更生
事業を拡大させている。つまり、同社は今や管路
更生のバリューチェーン型ビジネスに取り組んで
いるのだ（図表 3）。

もちろん、このような取り組みは国内だけにと
どまらない。海外でも同ビジネスを展開中であ
る。欧米を中心に管路更生に関する一連の企業を
買収・傘下におさめており、世界 30 拠点を設立・
整備している。また、同社の SPR 工法を高く評
価し、独占的に採用しているシンガポールでは、
政府機関である公共事業庁（PUB）と組んで下水
道管の劣化状況を自動診断するシステムの開発を

始める予定である。
同社は 2008 年に策定した中期経営計画で、管

路更生事業を高成長事業の一つとして位置づけて
いる。管路更生市場は先進国を中心に下水道の老
朽化が進むことで拡大すると見られており、同社
はバリューチェーン型ビジネスをグローバル展開
することで同市場のさらなる取り込みを狙う。同
事業の売上高見通しについて 2009 年度の 210 億
円から 2013 年度にその 3 倍以上の 700 億円を目
標として、その 3 分の 2 を海外で稼ぐとしてい
る。そのため、現在、社内での組織化や専任体制
の構築、資格や研修など教育プログラムの創設、
品質を機軸とした「SPR」ブランドの確立に重き
を置いている。

政府は下水処理の「血管」にもっとスポットを
同社の管路更生事業部長である真田元清氏は管

路更生の重要性を指摘する。下水道事業というと、
下水処理場など目に見えるハコモノに注目が集ま
るが、目に見えない下水道管路も莫大なものと
なっており、こちらにも手当てが必要である。民主
党政権が進める社会資本整備総合交付金制度は地
方での具体的な公共事業の実施について地方自治

図表 3　バリューチェーン型ビジネスへの転換

更生工事
70%

更生工法
材料販売

設計
5%

調査
診断
5%

工事機械販売・機器リース　5%VCの中で15%の市場

出所：積水化学工業資料

もう一つの水ビジネス
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体の判断に任されることとなっている。だが、自治
体によってはともすれば目に見えるハコモノを重視
し、目に見えないものを軽視する恐れがある。

このままでは下水道管路に陥没事故が起きてか
らでないと、修繕のために公的支出が出ないこと
になる。しかし、その場合、開削以外の方法では
修繕できず、また緊急性を要するため多額の出費
になってしまう。耐用年数に達する管路を事前に
更生していくことが結果として下水道機能を維持
しながら出費を抑えることになるのである。
「下水道管路は、人間の体に例えると、血管」と

真田氏は語る。確かに心臓である下水処理場も重
要だが、血管である下水道管路も無視できない。
下水道管路の事故が下水処理全体に悪影響を及ぼ
すことは、動脈硬化が大病をもたらすことと同様
である。真田氏はこのように強調する。「シンガ
ポールのように日本政府は下水道の管路更生のた
めの予算をきちっと手当てすべきであり、また、
国民にその重要性を PR してほしい」

3．	膜による下水処理事業のアジア展開を	
図るクボタ

注目される下水処理でのMBRの活用
これまで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。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ために専門的な知識やノウ
ハウが求められる。また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。

本項で注目する MBR（膜分離活性汚泥法）は
活性汚泥と処理水の分離をろ過膜で行う方法であ
る。沈降性に左右されることなく、懸濁物質や大
腸菌などの細菌や窒素やリンなどを取り除いて良
質な処理水を得ることができる。また、高濃度の
汚泥にも対応することが可能で、維持・管理コス
トも相対的に安価である。さらに、生物反応タン
クに直接 MBR を浸漬してろ過することで沈殿池
などが不要となり、処理施設をコンパクトにする
ことが可能となる（図表 4）。

現在、世界的に MBR 需要が増大しており、特
に中東や中国での需要の伸びが目覚しい。このこ

図表 4　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）
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とは、水源に乏しい地域での下水等からの再生水
需要の高まりや工場廃水に対する水質規制の強化
が背景にある。一方、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、最近
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。

クボタはMBR市場で世界第2位
市場調査会社の富士経済によると、MBR の世界

市場は 2009 年見込みの 295 億円から 2015 年には
520 億円にまで拡大すると見られている。市場シェ
アは GE の関連会社であるカナダのゼノンが首位を
占めているが、日本勢もクボタ、三菱レーヨン、東
レなどを中心に 4 割を占める構図となっている。

なかでもクボタは、平膜タイプの MBR を世界
で最初に開発したこともあって、日本勢の中で
トップの座を占めている。平膜は汚れを除去しや
すく、維持管理も容易であるなどの理由から国内
外で注目され、まず 91 年にし尿処理向けで MBR
の導入が決定され、その後、産業廃水処理向けで
も MBR が導入されている。

下水処理場向けでは、EU 排水指令による排水処
理の厳格化を受けて 98 年の英国 Porlock で同社製
MBR の採用が決定された。これは下水処理場で
採用された世界最初の事例である。日本でも 2005
年になって兵庫県の福崎浄化センターで採用され
ている。最近では、大規模な下水処理場でも同社
の MBR が使われており、例えばスペインで日量
35,000m3、オマーンで同 78,000m3 の下水処理場で
導入されている。日本でも 2011 年 3 月に竣工さ
れる堺市三宝下水処理場の改築で MBR が導入さ

れ る こ と と な っ て い る が、 そ の 規 模 は 日 量
60,000m3 と世界最大級である。

現在、クボタの MBR は内外の下水処理場や浄
化槽等で使用されており、合計 3,500 件以上に達
している。

省エネ型MBRの開発にも成功
下水処理等で多くのメリットを持つ MBR にも

問題点がないわけではない。その一つが曝気に使
用する電力消費量の増大である。MBR による下水
処理では、活性汚泥が膜面に付着するのを防ぐた
めに膜ユニット下部から曝気を行うが、その空気
量が従来の下水処理に比べて 3 倍も多い。その結
果、空気を送るための電力消費量が従来の下水処
理に比べて大きくなってしまう。

ク ボ タ は、 上 記 の 国 交 省 プ ロ ジ ェ ク ト
「A-JUMP」や NEDO の省エネ型・環境調和型水
循環プロジェクトに参画して MBR の省エネル
ギー化に取り組んでいる。これまでのところ、同
社は、新たな大型膜ユニット、重力を利用するサ
イフォンろ過、汚水循環のためのエアリフトポン
プ等を導入することで、従来の MBR に比べて約
45％の消費電力の削減に成功している 4。

水の総合メーカーとして事業展開
クボタは MBR など水処理の技術を総合的に展

開し、ソリューションとしてシステム全体を提供
することを意図している。例えば、近年需要が高
まっている水の再利用について同社は、2009 年夏
に逆浸透膜技術を持つ東洋紡と高度再生水処理シ
ステムを共同開発することで合意した。同社の
MBR を逆浸透膜による淡水化の前処理として組
み込み、水処理圧力の低減と運転コストの削減を
実現したシステムを目標として共同開発する。
2011 年度には市場に投入する予定だが、北米以外
の地域では同システムに自社のバルブやポンプを
組み合わせてプラントとして売り込むという 5。

4  同社製品資料
5  日刊工業新聞 2009 年 6 月 18 日付記事

もう一つの水ビジネス
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また、同社は MBR を使ったメタン発酵を事業
化している（図表 5）。MBR をメタン発酵装置に
組み込むことで汚泥から水分だけでなく発酵阻害
物質までも取り除き、メタン発酵を安定化させる
ことを実現した。現在、食品や焼酎などの工場で
利用されており、産業廃棄物を減らすだけでなく、
メタンガスを燃料として利用することで燃料費を
削減でき、また、温室効果ガス削減にも寄与して
いる。

海外では、中国安徽省で三菱化工機と組んで排
水処理・エネルギー化の実証プロジェクトを実施
する予定である 6。生活排水等を MBR で処理して
工業用水や農業用水として再生させ、発生した汚
泥等からは膜型メタン発酵装置を使って液体肥料
とメタンガスを生産する。同プロジェクトが成功
し、事業として展開できれば、中国の水問題とエ
ネルギー問題にソリューションを提供するビッグ
ビジネスとなる可能性を秘めている。

海外展開を進めて2014年には	
受注高1,100億円を目指す

クボタの下水関連事業の課題は海外展開であ
る。これまで同社の水・環境システム事業の売り上
げの 9 割以上は国内で稼いでおり、国内市場が収
縮する中で、早急に海外展開を図らねばならない。

事業展開先として水ストレスの強い地域、イン
ド、東南アジア、中東、中国を挙げており、なかで
も中国をメインターゲットとしている。中国は北部
では水不足に悩んでおり、同社の水再生利用が有
望な技術として注目されている。一方、南部では
水質汚染が激しく、同社が保有する MBR や浄化槽
などの浄化技術が事業展開のコア技術となる。

同社は中国などで事業展開を行うカギとして現
地のエンジニアリング会社などパートナーとの協
業を挙げている。一刻も早く信頼できる現地企業
を見つけ、パートナーとして提携できるかどうか
が重要であり、同社では社長直轄の戦略企画室が、
海外の M&A を含めた事業部横断的案件を機動的
に検討している。

クボタは下水関連を含めた水・環境ビジネスを
収益の第 2 の柱と位置づけており、09 年度の同ビ
ジネス受注高 190 億円を 14 年度には 1,100 億円
にまで拡大させることをもくろんでいる。この目
標を達成するためには、どの程度まで中国など海
外展開のスピードアップを図れるかにかかってい
ると言えるだろう。

4．残された課題
現地化の徹底が海外展開拡大のカギ

積水化学工業、クボタの両社は下水関連事業を

6  NEDO の省エネ型・環境調和型水循環プロジェクト

図表 5　膜型メタン発酵ユニット

出所：クボタ資料
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営んでいるものの、その事業領域は下水道管路の
更生と膜による下水処理というように大きく異
なっている。だが、両社の事業展開には共通する
特徴が見られることは特筆に値する。それは、①
これまでの単品ビジネスを超えて、システムや
パッケージとしてソリューションを提供している、
②重点地域は異なるものの、海外展開を重視して
いる、③ M&A 等の活用により迅速な海外需要の
取り込みを志向している、の 3 点である。

両社にとって残された課題は、現地化の徹底で
はないだろうか。海外市場攻略のために現地の子
会社や協力企業に対して権限委譲を含めた思い
切った手をどこまで打てるかということである。
特に、中国では地場企業の成長が著しく、同企業
と競争や協業をするにしても現地でのスピーディ
な経営判断が不可欠となっており、現地に権限を
委ねる必要がある。

建設機械メーカーのコマツは中国などの海外展
開をうまく進めている企業の一つだが、同社は現
地での経営を分権化し、ローカルトップの育成な
どマネジメント層の現地化を推進している。例え
ば中国でのコマツグループの課長以上の中国人比
率は 75％以上となっている。また、同社は中国で
1 省 1 代理店政策を導入している。他の建設機械
メーカーが 1 省で複数の代理店と契約しているた
めに、それぞれの代理店が互いに価格競争を激化
させ、収益を悪化させたことに鑑み、同社は 1 社
の代理店、それも地場企業としか契約せず、省内
のビジネスの一切を委ねている。このため、代理
店は無理な価格競争をせず同社製品の強みである
技術の高さをアピールした事業展開をすることで
収益の確保に成功しているという 7。

産業活性化に向けて政府の覚悟を期待
また、政府は企業の下水関連事業の取り組みを

支援することが重要である。実際、世界の他の国
では、政府が地場企業、外資系企業を問わず企業
の水ビジネスを支援している 8。日本政府も遅ま
きながら今年に入って水ビジネスなどインフラ輸
出の促進を成長戦略の一つとして掲げており、こ
のような下水関連企業の取り組みを後押しするこ
ととなった。下水関連ビジネスの支援に当たって
は、上記の①～③の取り組みを支援することが重
要と考える。

だが、残念ながら、現在に至っても日本政府の
支援は十分とは言いがたい。国内での下水道管路
の更生についてはそのための予算が確保されてい
ないどころか、社会資本整備総合交付金制度の導
入でさらに貧弱になる恐れがある。MBR を使った
下水処理場の改築も緒に就いたばかりである。一
方、シンガポールでは日本企業と提携して下水関
連技術の開発を支援しており、企業にとって使い
勝手がいいと評判である。また、国際標準化につ
いても欧州勢に先行されていて、せっかくの日本
の技術を国際標準化するための効果的な手を打て
ていない。

世界中の企業がインフラ関連事業への関心を高
めている中で、企業単体の努力に加えて政府等の
支援の有無や巧拙が企業の競争力だけでなく、国
家の経済成長率や雇用創出に影響を与えるように
なっている。海外では政府の支援を受けた下水関
連企業がプレゼンスを増す中で、下水関連企業を
支援する日本政府の覚悟が今試されている。

7  米山正博「中国事業の展開－コマツの戦略－」法政大学イノベーション・マネジメント研究センター第 12 回講演会資料
8   外国政府の水ビジネス支援については拙著「水は産業活性化の起爆剤となるか（後編）」東レ経営研究所『経営センサー』2010

年 7・8 月号参照。

もう一つの水ビジネス




