
世界と日本の水ビジネス動向
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1.世界の水資源問題

世界人日の増加,経済の発展により世界での水需

要が急激 に増加 してい る。 経済協 力 開発機構

(OECD)の 報告書によると,世界の水需要は,製造

業,火力発電,生活用水に起因する需要増により,

2050年 には現在の 55%の増加が見込まれている。

水は地球上に偏在する天然資源であり,世界各地

で問題が発生している。①水資源の量の問題では,

国連の「世界水発展報告書 2014」
l)に よると世界一

人当たりの水資源賦存量は平均 6148m3/年であるが ,

オセアニアや南アメリカでは 3万 n13/年 を超える一

方で,北アフリカでは,一人当たり284nf/年 しか存

在しない。また②水質の問題では2015年 には「安全

な水に継続的にアクセスできる人口」は世界全体で

91%,開 発途 L国で 89%ま で改善 したが,未だ 6

億 6千万人が継続 して安全な水を利用できない状態

が続いている。さらに③気候変動による水資源問題

など多くの課題を抱えている。利用できる水資源は

降水量に比例するが,気候変動により大きく左右さ

れ,毎年のように発生する大雨や可
1ばつが水資源の

量に大きな影響を与̂え ている。

世界で起こっている水資源問題の主因として,上

記に記載の「人日の増加」,「地球温暖化の影響によ

る気候変動の激化」の他,「水をめぐる争い 。水戦

争」などが挙げられている。

1-1.地域差が顕著な世界人口の増加

国連の報告書では,世 界人口は増加を続けるが ,

地域によって,その増加率に大きな差が出ると予測

している。2050年 までの人口増加国は,イ ンド,ナ
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イジェリア,パキスタン,コ ンゴ共和国,エチオピ

ア,タ ンザニア,イ ンドネシア,エ ジプ ト,米国の

9ヵ 国で,イ ンドは 2027年 頃,中国を抜いて世界で

最 も人口が多い国になると予想されている。一方

2019年 から2050年 にかけ,55カ 国で人口が 1%以

上減少し,特にそのうち日本を含む 26カ 国と地域

で 10%以上の人口減少の百]^能性 も示されている。

国連の報告書「世界人日の推計 (2019年 版 )」
2)に よ

ると,2019年時点で約 77億 人とされてお り,2050

年には 97億 人に達 し,2100年 に 110億 人で人口増

加はピークに達し,その後は頭打ちになると予想し

ている

1-2.人口増加率と水需要

世界の人口増加率,1950年から 1995年 までの 45

年間で約 2.2倍 (25億人から56億 人)に増加 したが,

水需要は2.6倍 に増加 している。また水需要の 6割

がアジアで使用されている。その理山は経済発展に

よる水需要の増加,食糧確保のために農業用水の増

加,生活の向上による一人当たりの生活用水量の増

加である。前述の経済協力開発機構 (OECD)の レ

ポ_卜 3)に よると2000年時点の世界の水需要は約

3600km3でぁり,2050年 までの水需要は,お もに製

造業の工業用水 (+400%),発電用水 (+140%),

生活用水 (+30%)の増加により全体では 55%の

増加が見込まれている。このため 2050年 には深刻

な水資源不足に見舞われる人口が 39億 人 (世 界人

口の40%)以 上になる可能性 も示唆されている。さ

らに水需要がひっ迫 している状態を表す指標として

「水ス トレス」が用いられているが,こ れは「人口

一人当たりの最大利用可能水量」で,年‖j一 人当た

り1700m3が「ス トレスを感じる最低基準」 とされ

ている。

1-3.世界の水争い…水戦争

限りある水資源が足 りなくなると,そ こに発生す

るのが「水争い」や「水ビジネスの台頭」である。

特に世界中で「水争いが頻発」 している。米国のシ



ンクタンク「パシフィック・インスティチュー ト」

によると,水をめぐる争いは2000年以降で357件 に

上っている。地域別では,サハラ砂漢以南のアフリ

カで 93竹1,I11東 90件,南アジア60件など,つ まり

人口が増加 し,十ばつの影響を受けやすいアフリカ
,

アジアでの トラブルが増加 している。特に各国を横

断する流域を持つ国際河川が争いの中心になってい

る。オレゴン州立大学の調査では,複数国にまたが

る国際河川でアジアでは 807箇所,南米では 354筒

所でダム建設が予定されてお り,同 レポー トでは

「水をめぐる国際間の紛争は激化する可能性がある」

と指摘 している (図 1)。

1-4.地球温暖化と水資源への影響

地球温暖化が進むと地球の気候が大きく変化する

とされている。もちろん地域により大きな差がある。

例えば地中海沿岸。中近東,ア フリカ南部,ア メリ

カ中 ltl‐ 部では降水量が減少し,年間の河川流量も減

ると予想されている。一方,地球温暖化により河川

流量や降水量が増加すると予測されている地域もあ

る。ロシアやカナダなどの高緯度の地域が,こ れに

該当する。また温暖化によって降雨強度や頻度も地

域により,大 きく変化している。これにより千ばつ

の影響を受ける地域が拡大 し,同時に洪水リスクも

増大する。また澁i暖化により積雪量が減 り,融雪の

時期が早まり,春や夏の水資源量が減少し,さ らに

地 ド水量が減少する傾向が顕著になっている。

2.世界の水 ビジネス市場

世界の水ビジネス市場規模はどの位か ? 調査機

関により異なっているが,最 も水関連データを保有

している英国の調査会社 Global Water IIltelligence

の報告によると,世界水ビジネスの市場規模は,

2025年 には約 87兆 円になると予測している。事業

分野として

①上水道

②海水淡水化

③工業用水

④排水の再利用

⑤下水道

の 5分野に分類 している。その中で Lド水道分野

(① 十⑤)は ,全体市場の約 85%に 当たる74.3兆円

(2025年 予測).111業用水・産業排水処理は5.7兆円,

海水淡水化は4.4兆 円,再利用水処理は2.1兆 円など

の市場規模を見込んでいる。

2-1.地 域別成長率…アジア・太平洋地域が最大

市場に

地域別では,東南アジア,中東,北 アフリカ地域

が,年 間 10%以上の成長が見込まれる。また2025

年予測では,ア ジア・太平洋地域が世界最大の水ビ

ジネス市場 (全体の48%)に なる。

では,どんな分野がビジネス対象になるか,先進

国では水インフラ (上下水道)の老朽化対策,水の

再生利用,途上国では_LF水道インフラの普及促進 ,

工業化に伴う用水処理や排水処理,中東地域では海

水淡水化装置の増強と既設の海水淡水化の老朽化対

策,省エネ化 (蒸 発法から膜 (RO)処理方法へ転

換)が大きなビジネスとなっている。

2-2.水 ビジネス対象分野

新興国やアジア・太平洋地域において,人口の増

加,経済発展,工業化の進展,さ らに生活様式の変

化 (水洗 トイレ,ガーデニング)な ど

により,急速に水需要が高まることが

見込まれている。それでは水ビジネス

の分野別の伸びをみてみよう。

2-2-1.先進国,新興国では上下水

道の民営化が促進

先進国では,も ともと「水」はビジ

ネスの種だったといえる。日本と違い

多くの国で上下水道事業が民間企業の

ビジネスになっている。上下水道の事

業は,本来,公的セクターが社会イン

フラとして構築すべ き事業である。し

かし,途上国では資金難に直面,先進

国では建設後の財政難に喘 ぐ公的セク

ターが多く,施設老朽化への対応が困

難になっている。そこで頭角を現 した
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のが,上下水道事業経営ができる民間企業が台頭 し

てきた。では,歴 史的に民間が関与した L下水道事

業を国や地域別に見てみよう。

イギリスは Lド水道民営化が 100%(ス コットラ

ンド,ア イルランドを除 く)で,フ ランスは 80%,

中南米ではチリとアルゼンチンで 50%以上,ス ペ

イン60%。 ドイツ20%,ア メリカ15%。 アジアで

も韓同,中国などで民営化は着実に進行している。

ほかにもオセアニア,ラ テンアメリカ,地中海,ア

フリカなど世界中の新興国に水道民営化の波は押 し

寄せている。2006年 時点では,世界の_[1下 水道民営

化率はおよそ 10%だ ったが,2015年 には 16%に拡

大するとの予測も出されていたが,リ ーマンショッ

クや,その後発生した欧州諸国の金融危機で民営化

ペースが落ちているのが現状である。

2-2-2.海 水淡水化市場規模

Adroit Rescarchに よると2018年 の 18ビ リオン米

ドルが 2025年 に 32ビ リオン米 ドルに成長し,その

市場の 67%は中近東 (MEA)で,海水淡水化施設

の増強と水のリサイクル市場である。残 り33%は

水資源が不足 している地域で,ア ルジェリア・ リビ

ア,モ ロッコ,エ ジプ ト,北 アフリカなどが挙げら

れている。

アジア向け水処理膜市場では飲料水市場,産業用

純水処理装置,ま た半導体用水処理,超純水処理装

置や医薬品製造用水の市場の拡大が見込まれている。

2-2-3.工 業用水・産業排水処理市場

世界の I:業 用水・産業排水処理市場は2025年時点

で 5,7兆円とみられているが,市場は世界各地の経

済成長率等により大きく異なることが予測されてい

る。また民間が主体なので,動 きの速さが統計に反

映されないことも指摘されている。

エンドユーザーにより世界水市場は分類されてい

る。エネルギー産業・ 鉱業・ 石油,化学産業,機械

製造業,飲料産業,食品加工産業,紙パルプ産業 ,

繊維産業,製薬産業などである。また処理方式から

分類すると

①従来の化学薬品処理ベース (ろ 過と凝集剤,脱
塩処理,生物ろ過処理,化学酸化処理など)

②水処理膜ベース (精密ろ過膜,RO逆浸透膜 ,

電解膜など)

に分類されている。

3.ア ジア太平洋地域の水問題…8割の国が危

機的な状況

アジア途上国の経済成長は著 しく,その成長は
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図 2 アジア地域国

世界経済を牽り|し ている。その経済成長を裏で支え

てきたのが,ア ジア各国の水資源である。その水資

源が,今危機的な状況になりつつある。世界の人口

増加率と水需要の増加を振 り返ってみると,前述の

ように,1950年から 1995年 の 45年 間で人日は 2.2

倍であったが,水需要は約 2.6倍 に増加 した。同じ

期間の一人当たりの生活用水量は約 3倍 となってい

る。これは生活様式の向上 (水洗 トイレ,シ ャワー
,

ガーデニング)に よるところが大きい。 しかしアジ

アにおける最大の水需要先は灌漑用水である。この

水が不足すれば食糧供給に深刻な問題が生ずる。ま

た水需要の 10～ 15%は lli業用水だが。これが不足

するとアジアの経済発展に急ブレーキをかけること

になる。深刻化するアジア諸卜|の 水環境問題につい

て述べてみたい。

3-1.ア ジア諸国の水環境問題

アジアの水環境問題を一言でいうなら急激なる人

口増加と経済発展にて水資源の枯渇や水ス トレスが

年々激しくなってきていることである。さらに地球

温暖化の影響とみられる洪水や千ばつが頻発してい

る。言い換えると「少なすぎる水と,多すぎる水の

問題」である。多すぎる水とは洪水であり,少なす

ぎる水とは十ばつである。特に「1ばつによる表流水

や地下水の減少で,社会が必要とする水量が十分に

確保できない状態に突入している。

アジア地域は中央アジア,北東アジア,南アジア.

東南アジア,オ セアニア・太平洋地域からなり,50
カ国が存在する。アジアは世界の水需要の約 6割 を

消費しているが,水資源不足に加え,工業廃水や無

処理の生活排水により貴重な水源も深刻な汚染に直

面している。水資源問題の解決の難しさは,国 によ

り。地域により,天候により,時系列により,ま っ

た く異なる水資源状況が生み出されることである

(図 2)。



3-2.ア ジアで大規模水災害の頻発

アジア地域では水関連災害による被害も甚大で,

世界の水災害被災者数の約 9割が,ア ジア地域に集

中している。さらに「気候変動に関する政府間パネ

ル」 (IPCC)の報告によれば,気候変動の影響で,

アジア地域が最も洪水や十ばつのリスクが増大する

と指摘されている。アジアは水関連災害の宝庫であ

り,最近の例では2007年サイクロン・シドルによる

バングラデシュの高潮被害 (892万 人が被災,死者

行方不明 4300名 ),2008年サイクロン・ナルギスに

よるミャンマーの高潮被害 (240万 人が被災,死者

行方不明 13万人以上),2011年 異常降雨によるタイ

Source:1/Vikipedia

写真 1 タイの洪水 (201111)

表 1 被災した主要 li業 団地 と企業数

の洪水被害 (248万 人が被災,死者行方不明 446人 )

等,こ のようにいったんアジアのメガデルタ地帯

(巨大三角州地帯)が 自然の脅威に襲われると未曾

有の被害に直面する。近年このようなアジア型巨大

水災害が頻発しているい。

3-2-1.タ イの洪水被害

2011年 7月 から発生した大洪水は,248万 人が被

災する大災害となった。この洪水が世界的に注目さ

れたのは経済的な被害の大きさである。洪水はチャ

オプラヤ川流域の 8つ の工業団地を巻き込み,7つ
の工業団地がほぼ全域で冠水 し,日 系企業を含む多

くの企業や工場が長期間の操業停止を余儀なくされ

た。被害総額は 1.4兆バーツ (約 3兆 4,550億 円)に

達し2011年のタイの国民総生産 (GDP)成長率予測

値 3.7%か ら2.3%に 減速したと政府が発表,こ の被

害額はタイGDPの 10%以上に達 し,過去最大の被

害となった。国連の国際防災戦略部門 (ISDR)の 調

査でも,世界の 2011年 自然災害により経済損失額

が世界全体で 3,660億 ドル (約 28兆 1000億 円)の

うち,こ のタイの洪水被害額により経済損失は400

億 ドル (約 3兆 710億 円)であり,世界全体の 10%
以上に相当すると発表している (写真 1)。

3-2-2.日 本企業への影響

タイに進出している日本企業数は 1,370社 (外務

省,2010年 10月 調査 )で東南 アジア諸国連合

(ASEAN)加盟国の中で最も多い。 日本の輸出額に

占めるタイ向けの輸出割合は 4.4%で あり,こ れも

ASEAN加盟国の中で最大である。 日本からアジア

諸国向けに輸出される大半が部品や資材の中間財で

ある。その中間財がタイで加工され世界へ輸出され

る構造で,国際的な分業体制 (サ プライチェーン)

が構築されている。日本貿易振興機構 ((IETRO)等

の調査によると今回の洪水では,主要ili業 団地内の

約 804社が冠水被害を受け (表 1),その内日系企業

は約 486社であった。(全体の約60%)

このようにサプライチェーンが長期に

渡 り寸断され,日 本企業に甚大な被害

がおよんだ。その被害総額の算定は非

常に難しいが,少なくとも日本の損害

保険会社が日本企業に支払った保険金

の総額は 9000億円を超えている。

3-3.ア ジア開発銀行が指摘するア

ジアの水環境

2013年 3月 ,ア ジ ア 開 発 銀 行

(ADB)が アジア・太平洋地域に存在

する 49ヵ 国の水環境に関する調査 レ

(注 )5段階評価 出所

図 3

アジア開発銀行「Asian Water Development Oulook 2013 Jよ り抜粋

アジア・太平洋地域における国別の水安全評価

I:業 111地 名
企業数

(本 11)

うち日系企業数

(ネ 11)

従業it数

(人 )

11サ ハ・ラタナナコン

21ロ ジャナ

3ツ イヽテク

41バ ンパ イン

51フ ァク トリーラン ド

6サ ワナコン

71バ ンカデ ィ

10,882

99,751

51,168

27,590

6,015

175,000

12,000

il 382,406

ニュージーランド

豪州

シンガポール

日本

中国

タイ

ベトナム 1 1

インド 1 1 1
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ポー トを発表 した。それによると調査対象国の 75

%の国が安全な水を確保できない,ま た気候変動で

洪水などの水災害が増えており,各国政府に対して

迅速な政策対応を取るべきと指摘 している。注目さ

れる内容では,今回各国の水の安全保障の観点から,

家庭用の水道,農 IIi業 用水,都市の上下水道,水質

環境,水災害への備え,と いう5項 目について 5段

階評価 している。調査対象国の水道では,平均 して

6割以上の家庭が水道管による安全な水の供給を受

けられていない。特に南アジアでは,その傾向が強

く,農村部の貧困層では 9割以上に達 している。イ

ンド,バ ングラデシュ,カ ンボジア,ま た太平洋の

キリバス・ ツバル,ナ ウルなどの総合評価は最低の

1である。総合評価 2以下は中国,ベ トナム,ラ オ

ス,ミ ャンマーなど37カ 国である (図 3)。

3-3-1.ア ジアの水環境改善…1300億 ドル必要

ADBは ,ア ジア全域で安全な水道を整備するた

めには,約 590億 ドルが必要で,さ らに衛生的な環

境を作るためには約 710億 ドル,合わせて1300億 ド

ル (約 12兆 6T^億 円)以上の資金が必要であり,各

国政府に対し,官民挙げて取 り組むように提言して

いる。

4.ア ジア 0太平洋地域の水 ビジネス

アジア・太平洋地域は多くの国で構成されている

が。まずは筆者が実際に現地訪問し成長が著しいと

感じた国から見てみよう

4-1.イ ンドの水ビジネス…6億人が水不足に直面

4-1-1.イ ン ドの水資源問題

インドの国土面積は世界の 2%し かないが世界人

日の 15%は インド人である。 しかしインドは世界

の水資源の約 4%し か保有していない。しかもイン

ドの水源 (表流水・ 地下水)の 8割が水質汚染され

ている,世界で最も劣悪な水を飲まざるを得ない国

である。

水資源,イ ンド全上の年間降水量は約 4000kIゴ3で

あるが,雨季は6月 ～9月 の 3カ 月間に集中し,利用

可能な水資源は 690knfし かない。また降水量は各

州により大きく異なっている。地下水汚染も深刻で

ある。同国の地下水 くみ 11げ量は,2014年現在で

251km3,G20加盟国の中で最も多く,2位の中国の

2倍以上である。地下水の過剰 くみ_11げで地下水位

が急激に低下している。同時に地下水はもちろん表

流水も水質汚染が進み,浄化処理なしでは飲用不可

となっている。同国の調査 (2014-2015CGWB)に よ

2021118り Jり
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ると有機物汚染 (BODo COD,他)に加え,フ ッ素

汚染 (20州 で 276筒所),ヒ 素汚染 (10州 で 86筒

所),重金属汚染 (15州 で113箇所),鉄汚染 (1.Omg

/2以 上,24州 で 297筒所)も 深刻である。JETRO

の水インフラ調査 (2019年 7月 )に よると,布設さ

れた配水管の老朽化で,給水源からユーザーに届 く

までの漏水率が約 40%(盗 水も含め,筆者注)に _11

ると報告されている。

牛1-2.イ ン ドの水ビジネス市場規模

米国の調査会社・フロス ト&サ リバン社などのデ

ータによると同国の水ビジネス市場は2,400億 ルピ

ー (約 4080億円,2018年 )と みられている5)。

・浄水処理 (生活用水,「 li業用水,浄水場 )

。排水処理 (「水処理,産業廃水処理,再生水処理 )

で各 2々000億 円前後 ,

。水処理膜市場 (RO,lJF,MF膜 )は 193億 ルピー

(約 320億円)と みられている。

インドの水ビジネス市場は今後数年間で 10～ 15

%成長すると見込まれている。しかし,こ の中で公

共 (国 または州政府)がやるべき水インフラ関係の

市場拡大があまり期待できない。なぜなら政府に資

金的な余裕が全 くない。その理由は,政府統計に載

っているインド人口 12億 9千万人のうち,約 1900

万人 (国民の約 1.5%)し か直接税 (所得税)を納

めていない。年間所得 25万 ルピー (約 42万円)以

下には所得税が課税されない。つまリインド国民の

9割以上が,こ の所得水準であり国庫に資金が入ら

ない状態である。

2014年 に発足 したモデ ィ政権はインフラ投資に

は国際金融機関や先進国政府の援助資金に頼 り,ま

た外資系企業ヘインフラ投資を働きかけている。日

本政府からインド政府への円借款は総額 3841億円

(2017年 )を超え,一国に対する日本の供与額とし

て過去最高を更新している。

しかし,その投資先は高速鉄道,通信,エ ネルギ

ー (原子力)が主であり,水 インフラヘは最後の投

資案件である。

4-2.イ ンドネシアの水ビジネス

人口約 2億 7千万人 (2018年 ),大小 1万 8千の

島々で構成されるインドネシア,世界最大の島嶼国

家である。その面積は日本の約 5倍の 190万 km2で

ある。豊富な天然資源に恵まれ, 日本とは古 くから

さまざまな分野で活発な交流が保たれ,現在,特 に

経済協力,貿易,投資の分野で重要なビジネスパー

トナーになっている。インドネシアはアセアンの要

にある地理的な条件や豊富な労働力,GDPの進展に
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表 2 インドネシアと日本の水資源状,兄

伴い国内市場の将来性が,世界各国から期待されて

いる。インドネシアには日系企業 1489社 (2020年

1月 JETRO調 査)が進出してお り,さ らに増加する

見込みである。 しかし急激に発展する同国の1尚 みは

社会インフラの整備が追い付いていないことである。

4-2-1.気 候と水資源

インドネシアの気候は典型的な熱帯性気候である。

しかし細分化するとスマ トラ島やカリマンタン島な

どは年間を通して降雨量の多い熱帯雨林気候で水資

源が豊富であるが,ジ ャワ島 pl‐ 部は雨季 (1月 ～4

月)や乾季 (5月 ～10月 )の ある熱帯モンスーン気

候で乾季に水不足が発生する。ジャワ島東部および

以東は乾燥の度合いが高いサバナ気候となり,こ こ

では水不足に1尚 まされている。

4-2-2.不 足する水資源

国内人日の過半数が |]本の本州の半分程度のジャ

ワ島に集中している。その結果,乾季には増加する

水需要に,供給が追い付かない状態となっている。

もちろん乾季に対応するために多くのダムが建設さ

れてきたが,上流 |ス域の大規模な森林伐採や,同国

の地質はもともと脆弱なことなどによリダムヘの堆

砂流人が激しく急激にダムの貯水量が減少している。

また水インフラの整っていないジャワ島の沿岸地区

では大量の地下水汲み Lげにより深刻な地盤沈下が

進行している。

国全体とすれば年間降雨量も多く,国民一人当た

りの水資源賦存量は日本の約 2.5倍であるが,

水インフラが整っていないので効率的な利用が

なされていない (表 2)。

4-2-3.拡 大する水質汚染

都市部への人日の集中に伴い,水質汚染の問

題も深刻化している。下水道普及率は低 く,殆
ど処理されないまま河川や湖沼に放流されてい

る。特に乾季には河川流量が低下するので,水

質汚染が顕著になる。WEPAア ウトルック2015に よ

ると河川の汚染が進んでお り,BOD,大腸菌など基

準を超えている河川が多く,その汚染源は未処理の

生活排水と廃棄物の河川への直接廃棄であると報街

されている。

4-3.ミ ャンマーの水ビジネス

4-3-1.ミ ャンマーの現状

軍事政権が長 く続いたために,国家に関する統計

的な数値は公開されてこなかったが,国連等の国際

機関等の調査数値によると,人 口は約 5371万 人

(2018年 推計),民族はビルマ族が約 7割 ,少数民族

(約 130族 )が 3割 ,宗教は仏教 90%,他 はキリス

ト教やイスラム教,ヒ ンズー教で成 り立っている。

電化率は全国で 34%(国民の 3人 に 1人 しか電気の

恩恵を受けていない)ヤ ンゴン市内の電化率は78%,

道路舗装率は23%と 言われている。水道の普及率は,

全国での統計数値はなく,ヤ ンゴン市内の水道普及

率 (2016年 ,東京都水道局調べで約 4割 ),無収水

率 (漏水や盗水で料金収入にならない率,同調査 )

は 66%に達 している (写真 2)。

4-3-2.日 本の貢献…水関連分野

日本の ミャンマーヘの資金協力 (ODA)は 1954

年の「日本・ビルマ平和条約および賠償 。経済協力

協定」に始まり,有償資金協力は 1968年 より,無償

資金協力は 1975年 より供与されていたが,ミ ャン

マーには延滞債務があり,政治的な不安定さもあり,

1987年 以降,人道的な案件を除き有償資金協力は一

時停止していたが,ミ ャンマーの民主化運動 (2010

年 11月 ,ア ウン・サン・スー・チー女史の Fl宅軟禁

措置が解除)の進展に伴い ODAを 再開。平成 23年

度 (2011年 )はマグウェー,カ レン州,バ ゴー地区

での洪水被害などに対 し16億 円 (供与限度額 )。 平

成 24年度はエーヤーワディ地域の洪水被害対策に

11.6億円,平成 26年 はバゴー地域西部灌漑開発事

業に 148億 円,ま た少数民族向け河川水供給システ

ムや雨水収集タンクの設置など,水 と衛生改善に寄

与する無償援助を積極的に行っている。

ミャンマーには歴史的に親 H派が多いが,経済のャンマー・ヤンゴン||∫ 内)

化 学 装 ぱt



発展に連れシンガポール・ ベ トナム,中国,タ イな

どから多額の直接投資がなされ,日 本は第 7位 に甘

んじている。 ミャンマーは日本にとって中国とイン

ドに挟まれた地政学的にも重要な国である。また豊

富な鉱物資源 (天然ガスはアジア地域 3位の埋蔵

量)を有し,社会インフラ (電力,通信,道路,上

下水道)が整えばASEAN地区の優等生になりえる

国である。 ミャンマーの持続的な経済成長を支援す

ることは,日 本の国益向上にも寄与することを確信

している。

4-4.ベ トナムの水ビジネス

ベ トナムが世界から注 目されている。人口9500

万人 (2017年 推計)を擁 し,平均年齢が 31歳 とい

う活気のある国であり,2030年 までには人口 1億 人

に達すると予測されている。 (ジ ェ トロ報告 2016年

8月  数字で見るベ トナム経済 )

2012年から2016年 までの平均実質 GDP成長率は

5.9%を 超え。同国経済成長率は堅調に推移している。

成長の要因は,同国の政治情勢が比較的安定してい

る。アジア各国からアクセスも良く,相対的な労働

カコス トの安さと経済成長力の高さが魅力,ま た天

然資源が豊富 (鉱物資源・ 森林資源,水産資源,水

資源)な どである。

それゆえ各国からの投資案件も多く,特 にハイテ

ク産業には,同国は「投資インセンティブ」を導入

し,投資拡大の後押 しをしている。法人税は周辺諸

国より安 く,ハ イテク産業の場合は,当初 4年 間は

免税,続 く9年 1昌Jは税率 5%,その後は税率 10%が

適用されるルールとなっている。産業の急速な発展

と都市部への人口増加により同国の水需要も急拡大

している。

4-4-1.べ トナムの水事情

ベ トナムはインドシナ半島の東端に位置し,南北

に 1700キ ロ,面積は日本列島から九州を除いたく

らいの面積 (33万 kll12)を もつ。東側の海岸線は約

3300キ ロの長さがあり,北部の中国,ラ オス,カ ン

ボジアとの国境付近は山岳・高原地帯が占め,国上

の約 8割が山地や高原である。ベ トナムの気候は,

熱帯モンスーン気候に属しているが,北部と南部で

は気候が大きく異なる。ハノイを中心とする北部で

は四季があり雨季は5月 から9月 で年降水量は地域

により1500ミ リから2800ミ リと大きく変化する。

ホーチ ミンを中心 とする南部では平均気油iが 26度

℃ と高 く,年降水量の地域的な変化は少なく1800

ミリから2200ミ リの間である。同国の国民一人当

たりの水資源量は 9853nf/年 (日 本の 2.9倍 )と 豊

2021イ 118'1号 ^

富にあり水力発電が盛んでベ トナム全体の発電量の

約 40%を 占めている。(2014年 実績)し かし他の水

インフラの未整備が大きな課題である。

北部と南部には 2大河川,紅河とメコン河が流れ

広大なデルタ地帯が形成されているが,その他の多

くの河川は急流で,流域地 |ス の保水力が小さく洪水

と渇水の被害が多い。ベ トナムの主な産業は農業 ,

特に米作が盛んであり水資源の約 8割 は灌漑に使わ

れている。農業人口は国民の約 5割 を占めている。

最近は鉱工業,建設,各製造業など2次産業が大

きなウェイトを占めるようになり,水需要が急拡大

している。

4-4-2.ベ トナムの水インフラ状況

上水道の普及率 (直轄 5市 )は 90%程度だが,他

省都市の平均値は約 70%で ある。

その水源は表流水が 65%,地下水が 35%で ある。

全国に約 430箇所の主要な浄水場があるが,設備が

旧式で能力不足,さ らに漏水率の改善が急務である。

一方,水環境問題 (水質汚染)が深刻化してきてい

る。

急激な経済発展の一方で工場排水処理施設や下水

道は未整備で,下水道の普及率は低 く都市部でも20

%程度である。上下水道事業は建設省が,水質管理

は天然資源環境省が所管,個別事業は各省の人民委

員会 (自 治体)に属する上 ド水道公社が担っている

が,いずれも資金難に直面している。筆者もたびた

びベ トナムを訪隔iし ているが,ハ ロン湾や中小河川

の水質汚染や,集中豪雨で道路の冠水などを実感じ

ている。特に都市部の浸水被害が頻発し,単なる交

通被害だけではなく,汚水の拡散による汚染物質の

拡散や伝染性バクテリア・ウイルスによる健康被害

が危惧されている (写真 3)。

今まで政府開発援助資金 (ODA)でベ トナムを支

||∫ 内の給水堺



えてきた国々は,日 本,フ ランス,ド イッ,ス イス
,

オランダなどである。

特に日本はベ トナムの水環境改善に ODAと して

2006年から2010年 までの水分野 ODA実績では累積

約 15億 ドル (全体の 34%を 占め)で トップであっ

たが,近年は韓国に追い抜かれている。金額だけで

はない,日 本の ODA案件の実施までの遅さも問題

である。ベ トナムの下水道案件では,調印から着工

まで平均 5.3年かか り,他の件案 (例 えば運輸関係

では3.3年 ,電力案件 3.9年 )に比ベスピー ドが遅い

(tJICAベ トナム事務所の報告 2016年 9月 号),他国

は 2年から3年で完]:し ている例が多い。相手国の

受け入れ側の問題もあるが,こ のままでは感謝され

ない日本となっている。

日本 ODA,最近の動きでは 2017年 9月 ,JICAに

よる下水・排水処理システム改善に 247億円の円借

款の供与,同 11月 には }l本政府とベ トナム政府間で,

水環境改善として 300億円の円借款が調印された。

しかし同年 11月 ,ベ トナム政府は韓国政府から政

府開発援助 (ODA)と して 2020年 までに 15億 ドル

(約 1710億円)を借 りいれる枠組み協定を締結した

と発表している。ベ トナムの都市化率の向上,経済

発展につれ,多 くの国が同国の水処理市場の獲得を

日指 し,熾烈な戦いが始まっている。

5.国際水 メジャーの最近の動向

1990年代から2010年にかけ,世界の L下水道の

民営化は,ウ ォータバロンと呼ばれる国際水メジャ

ーが約 7割の市場を席捲 していた。

最近は英国を中心とするテムズウォーターは,国
内問題 (料金値上げなど)で国際市場から脱落し,

ヴェオリア,ス エズ社の 2強 となっている。さらに

世界市場を目指 し,2強のFR3で熾烈な競争が展開さ

れている。2020年 10月 ,世界中を駆け巡った水業

界の最大ニュース,そ れは世界水メジャーの トッ

プ 。ヴェオリア社による。世界第二の同業者スエズ

社に対する敵対買収であった。仮に敵対買収が成功

すると,ヴ ェオリア社は世界最大の水企業,売上規

模で 5～6兆円の企業となる。

5-1.水 メジャーと呼ばれるヴェオリア,ス エズ

社の現状

ヴェオリア,ス エズは,と もに世界有数の水処

理・多国籍企業であり,お互いに 160年以上も強力

なライバルとして戦ってきた歴史がある。

5-1-1.ヴ ェオリア

1853年 ,ナ ポレオン3世の勅命により,市民への

安全な水を届けるために設立された「ジェネラル・

デゾー社」が前身で,それ以来 160年以上にわたり,

世界中で水,廃棄物処理,エ ネルギーに関するソリ

ューションを提供,世 界 70カ 国以上に拠点を有す。

日本へは2002年に_11陸 ,その後千葉県,埼玉県の下

水道の維持管理を初め,多 くの国内水インフラ事業

を手掛けている。ヴェオリア・ジャパン・グループ

の総従業員は約 3500人 (パ ー ト従業員を含め約 9T^

名)である。

5-1-2.ス エズ

1858年 フェルナン・ド・レセップスが設立したス

エズ運河会社が前身で,1967年 リヨン水道の主要株

主になり,当時の水処理エンジニアリング会社「デ

グレモン」を買収 し世界的に水事業を,その他,ガ
ス事業,電力事業を展開している。08年 にフランス

ガス公社 (GDF)と 合併して GDFス エズ (現 :エ ン

ジー)と なった際,水道事業を切 り離し現在のスエ

ズが水ビジネスを担っている。スエズは水道事業で

は世界1億 4500万人に配水する世界的なリーダーで

ある。

最近の話題は 2017年 に GE(ゼ ネラル・エレクト

リック)か ら水部門を約 34億 ドル (約 3700億 円)

で買収,水 ビジネス業界で世界 トップの座を目指 し

ている。 日本での話題は,2018年 12月 ,日 本の 11

下水道コンセッション事業に参画するために,前日J

建設工業と覚書を結んでいる。

5-1-3.数 値でみる両社の概要 (表 3)

5-2.ヴ ェオリアとスエズの応酬合戦

スエズの最高責任者ベルトラン・カミュ

は,「 ヴェオリアの提案はスエズの解体で

あり,フ ランスにとって悲惨な結果をもた

らすだろう」,さ らに「スエズはヴェオリ

アとまったく結婚する必要はない」とフラ

ンスの日刊紙ル・フィガロ紙に語っている。

スエズはヴェォリアの敵対買収への対抗

策として,①フランスの水事業をオランダ

の財団へ移す対抗策を発表,ま た②フラン

表 3 数111で みるヴェオリア.ス エズ社の比較

項 || ヴェオリア スエズ

|:た る1「業分野 水,廃 棄物,エ ネルギー 水道 , 電力,ガ ス寸i業

水道/ド水道サービス 9800万 人/6700万 人 1億 4500万 人/

従業it 18万 人 8万 9丁^人

売 ll高 270億ユーロ

(13兆  〔32101意 l11)

180億ユーロ

(2兆 2140億 円)

4()億ユーロ (4920億 円 ) 30億ユーロ (3690億 円 )

各種資料から筆考作成
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スの民間投資会社アルディアン (1千億 ドルの資産

を保有する世界有数の民間投資ハウス)の創設者 ド

ミニク・セネキエ氏に直接掛け合い,ヴ ェオリア提

案の 1株当たり18ユーロより高い 18.50ユ ーロの価

格を約束させたが,20年 10月 5日 に突然,ア ルデ

ィアンは撤退表明。ホワイトナイト (白 い騎士団)

は消え去った。撤退理由は「アルディアンは,敵対

的な買収条件には関わらない原則でビジネスを拡大

させてきた。従ってこの提案は受け入れられない」

と表明したが,別の大きな政治力が働いたのではな

いかとうわさされている。さらに 10月 9日 ,パ リの

裁判所はスエズ・グループの社会経済委員会 (CSE)

の要請に基づき,ヴ ェオリアによる株式買収を一時

停止する命令を出している。

5-3.ヴ ェオリア,ス エズ 急きょ合併…世界最

大の水企業に

2021年 4月 ,水 メジャー最大手のヴェオリア社と

同業 2位 スエズ社は合併することで急速合意に達し

た。これで,ス エズ経営陣を含め利害関係者が数カ

月間続けてきた根強い反対運動に終JL符が打たれ,

世界最大の水ビジネス・廃棄物ビジネスの巨大企業

が誕生することになった。

5-3-1.買 収・合併の合意内容

合意内容は①ヴェオリア社はスエズの未保有株約

70%を一株当たり20.5ユーロで取得する。 (昨年の

提案価格は 18ユ ーロ)ヴ ェオリアのフレロ最高経

営責任者 (CEO)は 買収に当たり,ス エズの株式価

値を 130億ユーロ (約 1兆 6900億 円)前後と明らか

にした。

スエズ 。グループは,従来の上下水道サービスの

継続および新規事業開拓のために,②約 70億ユー

ロ (約 9100億 円)規模の新会社を設立する。③ヴェ

オリア社は,新 しいスエズ新会社の長期的な発展を

保証する。具体的には,フ ランス国内での水道・廃

棄物事業と,イ タリア,チ ェコ,ア フリカ,中央ア

ジア・ インド,中国,豪州などの国際的な事業はス

エズの新会社の管轄とする。これからの海外水ビジ

ネスは巨大資本力と 160年 の歴史を有する水メジャ

ーとの対決である。

6.日 本はなぜ,海外水 ビジネスで勝てないのか

日本には,世界に誇れる水分野における要素技術

は沢山ある (図 4)。

優れた技術がありながら,なぜ勝てないのか。最

大の欠点は「技術力の過信」である。

水インフラの最終日標は,低廉で豊富な水供給で

ある。つまり国民に命に直結するインフラであり,

それは既に日本の水道法第一条に「清浄にして豊富

低廉な水の供給」と掲げられている。海外から求め

られる技術力とは「相手のレベルとラベル・ さらに

財布の中身に合わせた提案力」である。相手のコス

ト・ニーズに合致できない技術力は,本当の技術力

>貯水から排水・
11∫ 利用までの水利用全体や水防災に様々な技術分野があり,我が国は膜技術等の要素技術,環境対策や省エネ技術

や高い水質,低い11収水率 。漏水率等事業運営に強み.

>一 方,1可 の発展段階,水資源の状況等にニーズが異なるなか,ニ ーズの見極めとそれに応じた技術開発・ ビジネス展1月 が課題.
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ではない。

さらに公共インフラは国と国との約束 (長期に渡

る資金力など)であるが,国の支援策が不足 してい

る。「外貨の獲得は国益である」 と主張する政治家

もほとんど皆無である。指揮者が不在で,メ ーカー

が個別分散で攻撃 して,負 けている (原発,鉄道 ,

通信,水 インフラなど)。

ではどうしたら良いのか,ま ずは攻めるべき国の

状況を良く知るコンサルタント会社と組み,彼 らの

ニーズと財布の中身を予め知ることである。その L

で国産謂1([1本製品)に拘 らず,コ ス トパフォーマ

ンスが高い製品を組み合わせた「システム提案」で

ある。最近の低価格の水処理機器は,ほ とんどが中

国製やインド製である。日本は,単品売 りより,シ

ステムの提案,さ らに水メジャーのように「維持管

理ビジネスで利益を上げるビジネススタイル」に変

えてゆくべきであろう。そのためには IOT技術によ

リモニタリング,制御が重要になり,さ らに得られ

たデータによる新規ビジネス創出に舵を切ることが

求められている。

人口の増加,経済の発展,さ らに地球温暖化の加

速により世界水ビジネスを巡る状況が劇的に変化し

ている。これらに状況に,日 本企業はどう立ち向か

うのか,こ れからの戦略が問われている。
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化学,新素材,食品,医薬,化粧などの粉 を扱 う製造現場では,生産性の効率・高品質化を目指

して大きな変化が起きています。すなわち,AIや lo丁 を活用 して膨大な情報の管理やロボッ トなど

の活用による合理化,省力化が進んでおり,そ れに伴って粉体製造プロセスの改良や新 しい粉体プ

ロセス開発の動きです。

本別冊, ソサエティー5.0を 目指 した「次世代粉体技術ガイダンス」一AI・ lo丁,粉体計測とシミ

ュレーションの最新動向一」は,こ れらAIや lo丁 などを利用する中で,切 っても切 り離せない,そ れら

の基本となる粉体測定の基礎的部分,すなわち粉体の粒子分布や液中分散・スラリー特性あるいは

それらを乾燥 して得た造粒体の特性評価技術など, また実際の測定機器装置による事例および装置
の紹介 をまとめた冊子です。

粉体計測の進展が,こ れからますます進化するAIや lo丁 化に進む新 しい粉体製造プロセス開発に

不可欠なものと考えて別冊の刊行を試みました。
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