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【要旨】 

 

 世界的な人口増と経済活動の活発化に伴って様々な資源制約や環境問題の増大が顕在化

するなか、環境保全と経済成長の両立を図る「グリーン経済」の実現が国際的課題となっ

ている。グリーン経済実現の大きな制約条件とみなされているのが、水問題の深刻化であ

る。水問題と言っても、水需給ギャップ、水関連災害、安全な飲料水と衛生施設の整備、

水質汚染、水道施設老朽化など、経済発展の度合いや地理的特性によって深刻さが異なり、

エネルギーや食料の安全保障との相互連関が問題解決をさらに複雑にしている。流域単位

での水質管理に重点を置く EU や、水の安全保障を重視する米国、水不足対応の技術開発

を競争力強化につなげようとするシンガポールなど、世界的に水対策が強化されており、

市場メカニズムを活用した水質保全対策なども行われている。 

 日本国内では水問題はあまり深刻ではないが、企業活動に伴うバリューチェーン全体を

考えれば、水問題についての明確な対応が日本企業にも求められる。企業が水問題への戦

略的な対応を検討するためには、水問題の重大性に対する認識を共有し、水という視点か

ら自社の取り組みを整理して情報開示した上で、国際競争の視点によるリスク対応を強化

し、ビジネス機会を模索するべきである。水リスクへの適切な対応は、費用削減、ブラン

ド価値向上に加えて、ビジネス提案による競争力強化の機会につながる。水インフラの需

給調整や漏水管理、水質・水害監視、事業効率化など水問題解決に ICT を活用する試みが、

先進国だけでなく新興・途上国でも増えている。上下水道事業を中心とする水ビジネス市

場だけでも、世界全体で 2025 年には 2007 年比 2.4 倍の 86.5 兆円に増加すると予測され

ている。日本政府も公民連携による海外の水ビジネスへの参画支援に取り組んでいるが、

最先端技術の評価が高い一方で、資金力・運営ノウハウなどの点で欧州系の大手企業に劣

り、価格面で新興企業に太刀打ちできないという課題がある。日本が水ビジネスを競争力

ある成長産業にするためには、水インフラ事業のあり方を含めた戦略的検討が必要である。 

 

キーワード：グリーン経済、リオ＋20、水問題、企業戦略 
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1 はじめに 

 

 世界の人口は 2011 年に 70 億人を超え1、2050 年には 93 億人に達すると予想されてい

る2。このような人口増に比例する形で経済活動や消費活動が拡大すれば、資源枯渇や回復

不能な環境破壊、さらには人体への健康被害の増大を招くことが強く懸念されている3。こ

のような状況は、結果的に、経済成長の制約につながり、また貧困問題の継続・拡大に伴

う社会経済システムの不安定化にもつながるおそれがある。このような悪循環を断ち切り、

持続可能な成長を実現するための解決策として、環境保全と経済成長の両立を図る「グリ

ーン経済」という考え方が注目されるようになってきた。グリーン経済は、2012 年 6 月

にブラジルのリオデジャネイロで開催された「国連持続可能な開発会議（リオ+20）」の主

要議題でもあり、グリーン経済の実現に向けた国際的な取り組みが求められている。 

昨今、このグリーン経済実現を大きく制約しかねない国際課題として、水問題への関心

が高まっている。言うまでもなく、水は、我々の生活や社会経済活動にとって必要不可欠

な資源である。例えば、人類にとって最重要資源の一つであるエネルギーは、「ないと困る」

ものだが、水の場合、「ないと命に関わる」のである。2013 年 1 月の世界経済フォーラム

で発表されたグローバルリスク 2013 レポートにおいては、50のグローバルリスクのうち、

「水供給危機」リスクが、今後 10 年で発生の可能性が高いグローバルリスクの第 4 位、

実際に発生すれば大きい影響をもたらす可能性のあるリスクの第 2位にそれぞれランクイ

ンしており、水問題の深刻さに対する国際的懸念の大きさが浮き彫りとなった（図表 1 参

照）4。 

日本国内では、豪雨や洪水、津波などの水害や、局所的・突発的な水質汚染事故を除け

ば、水問題が深刻であるという実感は薄い。水需給の問題が国内事業の制約になると考え

る日本企業はほとんどないであろう。しかし、国際的に見れば、水資源の質と量の安定的

確保が喫緊の課題になっている地域は多く、水問題はグリーン経済実現の大きな制約条件

とみなされている。日本企業においても、グローバル化する企業活動を考えれば、水問題

への対応という視点は、自社の国際競争力向上を図るうえで欠かせないはずである。 

 

                                                   

1 国連人口基金（UNFPA）「世界人口白書 2011」によれば、2011 年 10 月末に 70 億人に達したと推計し

ている（http://www.unfpa.or.jp/publications/index.php?eid=00031） 

2 UN (2011) “World Population Prospects, the 2010 Revision” 

（http://esa.un.org/unpd/wpp/Documentation/publications.htm） 

3 WWF（2012）によれば、人類による資源消費量が地球環境に及ぼす影響の大きさを面積で表したエコ

ロジカル・フットプリントという指標で見れば、2008 年時点ですでに地球 1.5 個分の生産力に匹敵す

る資源を過剰消費しており、現状の傾向を続ければ、2030 年には地球 2 個分、2050 年には 2.9 個分と

いうように過剰消費が拡大すると予測されている。

（http://www.wwf.or.jp/activities/lib/lpr/WWF_LPR_2012j.pdf） 

4 1000 人以上の世界の有識者によるアンケート結果に基づくもの。2012 年のレポートでは、「発生の可

能性」5 位、「影響の大きさ」2 位で、2011 年以前はいずれもベスト 5 ランク外であった。World Economic 

Forum “Global Risks 2013” （http://www.weforum.org/reports/global-risks-2013-eighth-edition） 

http://www.unfpa.or.jp/publications/index.php?eid=00031
http://esa.un.org/unpd/wpp/Documentation/publications.htm
http://www.wwf.or.jp/activities/lib/lpr/WWF_LPR_2012j.pdf
http://www.weforum.org/reports/global-risks-2013-eighth-edition
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図表 1 世界経済フォーラム 2013 におけるグローバルリスク上位 5 位 

10 年間で発生可能性が高いグローバルリスク 発生すれば影響が大きいグローバルリスク 

1 位 極端な所得格差 1 位 大規模でシステミックな財政破綻 

2 位 長期間にわたる財政不均衡 2 位 水供給危機 

3 位 温室効果ガス排出量の増大 3 位 長期間にわたる財政不均衡 

4 位 水供給危機 4 位 食糧不足危機 

5 位 高齢化への対応の失敗 5 位 大量破壊兵器の拡散 

（出所）World Economic Forum “Global Risks 2013” を基に富士通総研作成 

 

 本研究では、グリーン経済の実現のために国際的に解決が求められる最重要課題の一つ

である水問題に注目して、グローバル市場におけるリスク管理とビジネス機会の両面から、

日本企業に期待される戦略的対応のあり方について検討をすすめたい。次章以下では、グ

リーン経済と水問題の議論を整理したうえで（2 章）、水問題の深刻化と水対策の進行に関

する国際的な潮流を把握する（3 章）。そして、企業が水問題への戦略的対応を検討するた

めの手順を示し、水問題への認識とリスク管理を巡る動向に加えて（4 章）、ビジネス機会

について、ICT 活用可能分野の議論と、さらには水道事業関連ビジネスに焦点を当てなが

ら日本の取り組みの課題について述べる（5 章）。最後に、日本が水ビジネスを成長産業に

するための政府の支援のあり方についても言及したい（6 章）。 
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2 グリーン経済と水問題 

 

2.1 リオ+20 の成果とグリーン経済を巡る動向 

 1992 年にリオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国連会議（地球サミット）」

は、気候変動枠組条約や生物多様性条約が署名されるなど、その後の環境政策に大きな影

響を与えた。地球サミット以来 20 年ぶりに再び同じ都市で開催されたリオ+20 では5、グ

リーン経済の実現に向けて、今後 10 年間の持続的な経済・社会・環境のあり方を国際社

会が明示し、実行に移すための具体的な枠組みを構築する議論が期待された6。 

残念ながら、採択された成果文書は、各国政府による具体的行動のコミットメントとい

う観点から見れば、十分な内容とは言い難い。確かに、グリーン経済が持続可能な開発を

達成するための有力な手段であることは認識された。しかし、グリーン経済の達成に向け

たアプローチは、先進国と新興・途上国の間の利害対立が解消せず、各国の自主的な取り

組みに委ねられることとなった。つまり、数値目標や実施時期、進捗評価手法などについ

ての合意が得られず、実効性が担保される枠組みは作られなかった。そもそもグリーン経

済の明確な定義が合意されなかったため、各国が思い思いに「グリーン経済」の取り組み

を行うということになる。 

 それでも、グリーン経済の重要性が認識されたことは一つの前進である。また、リオ+20

の成果文書において、取組を優先する 26 分野が提示されたことは、問題認識の共有とい

う点では意味がある。リオ+20 の評価を現時点で判断することは早計であり、今後 2～3

年の取り組み次第ともいえる。特に注目されるのは、2015 年に目標期限が来るミレニアム

開発目標（MDGs）7の後継として、持続可能な開発目標（SDGs）の策定がスタートする

ことが決まったことである。途上国を主対象としていた MDGs に対して、SDGs は先進国

と途上国の双方を対象とすることが想定されていることが大きな違いであり、2030 年を目

標年として、進捗状況のチェック機能を有するものとなる見込みである。SDGs を進める

ための国際的な資金戦略も 2014 年までに検討することになっている。具体的な資金の裏

付けが合意されるかどうかが、持続可能な開発あるいはグリーン経済の実現の成否を大き

く左右することになる。 

                                                   

5 地球サミットの 10 年後（2002 年）に「持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブルグサミッ

ト）」が開催されており、ヨハネスブルグサミットから 10 年ぶりの国際会議となる。 

6 正確には「持続可能な開発及び貧困根絶の文脈におけるグリーン経済」。厳密には、リオ+20 の主要テ

ーマは２つであり、「持続可能な開発のための制度的枠組み」についても議論が行われ、国連環境計画

（UNEP）の機能強化が 2012 年 9 月の国連総会において決議を採択。 

7 2000 年の国連ミレニアムサミットで採択された国連ミレニアム宣言に基づいて、2015 年までに国際社

会が達成すべき 8 つの目標（①極度の貧困と飢餓の撲滅、②初等教育の完全普及の達成、③ジェンダー

平等の推進と女性の地位向上、④乳幼児死亡率の削減、⑤妊産婦の健康の改善、⑥HIV/エイズ、マラ

リア、その他の疾病の蔓延の防止、⑦環境の持続可能性の確保、⑧開発のためのグローバル・パートナ

ーシップの推進）を掲げ、具体的な 21 のターゲット、60 の指標を設定したもの。 
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 グリーン経済に向けた実効性のある国際的な合意形成が進まない一方、リオ+20 では、

多国間のプロジェクトや企業を巻き込んだパートナーシップの進捗が注目された。例えば、

韓国とデンマークは、グリーン成長8をキーワードとした連携を強めており、2010 年 6 月

にシンクタンク機能を持つグローバルグリーン成長研究所を設置し9、2011 年 5 月にはメ

キシコを加えて、パブリックプライベートパートナーシップ推進を目的としたグローバル

グリーン成長フォーラムを設立している10。産業界からの積極的な提案も目立った。20 年

前の地球サミットにおいて産業界の関与がほとんどなかったことと比較すると、大きな変

化が起きている。リオ+20 に産業界の建設的な提案を行うために、2010 年 10 月に 13 の

国際団体が連携して設立された「持続可能な開発のためのビジネスアクション 2012」は、

ビジネス・デーの主催など存在感を示した11。また、国際商工会議所は、「グリーン経済ロ

ードマップ」を公表し、グリーン経済への移行のための企業の役割とイノベーションのあ

り方を示した12。 

 

2.2 グリーン経済における水問題の位置づけ 

 UNEP が 2011 年に発表した「グリーン経済報告書」において、環境分野の投資（グリ

ーン投資）が求められる主要 10 部門の一つとして「水」が挙げられている13。グリーン経

済における水の役割は、①生物多様性・生態系サービスの維持と、②社会経済活動のため

の水の供給、とされている。世界 GDP の 2%をグリーン投資に充てる UNEP のシナリオ

において、水部門の投資は、グリーン投資の 8%（世界 GDP の 0.16%、年平均 1,980 億ド

ル：1 ドル＝90 円とした場合、約 18 兆円）を占めると考えられている。具体的には、水

道サービスへのアクセス、水利用効率の改善、海水淡水化や水供給管理方策による水供給

量の増大などが、水部門のグリーン投資の対象とみなされている。 

水需給や水質保全、治水に直接関係する分野だけでなく、間接的な水利用との関連性を

考慮すると、グリーン経済実現のために検討すべき多くの分野が水に関係しているといえ

                                                   

8 「グリーン経済」と「グリーン成長」の定義の違いは必ずしも明確ではないが、「グリーン経済」は、

UNEP（2011）の「グリーン経済報告書」やリオ+20 の議論に見られるように、途上国開発の視点が

色濃い。一方、「グリーン成長」は経済協力開発機構（OECD（2011））の「グリーン成長戦略報告書」

に代表されるように、環境分野のビジネスを育成してイノベーションと雇用の創出を図り、新たな成長

の源泉とする先進国視点の傾向が強い。 

9 OECD や UNEP 等の協力のもと、グリーン成長分野の研究・情報発信機関として、韓国がソウルに本

部を誘致したもので、コペンハーゲンとアブダビに支部が開設されている。リオ+20 において、正式な

国際機関として認知された。http://www.gggi.org/ 

10 OECD、国際エネルギー機関（IEA）、国際金融公社（IFC）、国連グローバルコンパクトなどの国際機

関や、ABB、GE、現代自動車、シーメンス、サムソンなどの民間企業が参加している。

http://www.globalgreengrowthforum.com/ 

11 国際持続可能な開発会議（WBCSD）、国際商工会議所、国連グローバルコンパクトを中心に組成

（http://basd2012.org/） 

12 http://www.iccwbo.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2147495363 

13 http://www.unep.org/greeneconomy/greeneconomyreport/tabid/29846/default.aspx 

http://www.gggi.org/
http://www.globalgreengrowthforum.com/
http://basd2012.org/
http://www.iccwbo.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2147495363
http://www.unep.org/greeneconomy/greeneconomyreport/tabid/29846/default.aspx
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る。図表 2 に示したように、リオ+20 の成果文書における取り組み優先 26 分野を例にと

ると、「水・衛生」に限らず、「食料安全保障・栄養・持続可能な農業」、「エネルギー」、「海

洋・海」、「砂漠化・土地劣化・干ばつ」などは、水との関連性が強い分野と考えられる。

さらに、間接的に水との関連性がありそうな分野としては、「持続可能な観光」、「持続可能

な交通」、「持続可能な都市・居住地」、「保健・人口」、「自然災害リスク削減」、「気候変動」、

「森林」、「生物多様性」、「持続可能な消費と生産」などが挙げられる。 

 

図表 2 リオ+20 の成果文書の優先取り組み分野における水との関連性 

 
（注）下線は日本政府の提案イニシアチブに該当する項目。   は水との関連性が強い

と考えられる分野。   は間接的に水との関連性が考えられる分野。 

（出所）政府資料を基に富士通総研作成 

 

  

•貧困の撲滅

•食料安全保障・栄養・持続可能な農業

•水・衛生

•エネルギー

•持続可能な観光

•持続可能な交通

•持続可能な都市・居住地

•保健・人口

•完全雇用促進

•海洋・海

•小島嶼開発途上国

•後発開発途上国

•内陸開発途上国

•アフリカ

•地域別努力

•自然災害リスク削減

•気候変動

•森林

•生物多様性

•砂漠化・土地劣化・干ばつ

•山岳

•化学物質・廃棄物

•持続可能な消費と生産

•鉱業

•教育

•ジェンダーの平等
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3 水問題の深刻化と対策の進行 

 

3.1 水問題の深刻化 

 一口に水問題と言っても様々であり、経済発展の度合いや地理的特性などによって、国・

地域ごとに抱える問題は異なっている。図表 3 は、持続可能な発展を脅かす 5 つの主要な

水問題として、①水需給ギャップの深刻化、②水関連災害の頻繁化、③安全な飲料水と衛

生施設の整備、④水質汚染の深刻化、⑤水道施設の老朽化、をとりあげて、問題となって

いる地域と日本国内での重要性を整理したものである。 

 

3.1.1 水需給ギャップの深刻化 

 新興国・途上国を中心とした人口増や都市化・工業化の進展に伴う水需給ギャップの拡

大は深刻な問題である。2030 Water Resources Group（2009）は、水需要が年平均 2%で

増加すると仮定し、2030 年における世界全体の水需要は現在の供給力を 40%上回ると予

測している14。需給改善努力を見込んでも需給ギャップの 60%分が解消できないとしてい

る。特に、中国とインド、サハラ以南アフリカ地域が水需要の増加を牽引しており、これ

らの地域だけで、2005 年から 2030 年までの需要増分の 53%を占めると考えられている。 

 人々の生活および社会経済活動に欠かせない淡水資源は、地球上の水資源の 1%程度に

過ぎず、しかも偏在している。淡水資源が乏しいアメリカ南西部、中東・北アフリカ、西

アジア、中国、オーストラリアなどでは、すでに水需給ギャップが深刻となり、水不足が

慢性化している地域がある。日常生活に不便を感じる状態とされる「水ストレス」15人口

は、2008 年時点で約 20 億人（全人口の約 3 割）に達している。これは、1997 年の同人

口の 3.6 倍に相当する。水ストレスの状況には地域格差があるが、水ストレスにさらされ

る地域（人口）は確実に増えている。 

 

図表 3 主要な水問題と地域特性 

 問題を抱える主な地域 日本国内での重要性 

水需給ギャップの深刻化 
新興国・途上国など、 

淡水資源が乏しい地域 

あまり重要ではない 

（バーチャルウォーターは重要） 

水関連災害の頻繁化 世界共通 今後、重要性が増す 

安全な飲料水と衛生施設の整備 途上国など 重要ではない 

水質汚染の深刻化 新興国・途上国など 重要だが、問題は改善傾向 

水道施設の老朽化 先進国・都市部など 今後、重要性が増す 

（出所）富士通総研作成 

                                                   
14 http://www.2030waterresourcesgroup.com/water_full/Charting_Our_Water_Future_Final.pdf 

15 年間一人当たり水資源量 1,700 ㎥以下の場合。1,000 ㎥以下の場合は「水不足」 

http://www.2030waterresourcesgroup.com/water_full/Charting_Our_Water_Future_Final.pdf
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 日本国内についてみれば、一部地域での夏季の渇水などを除けば、水需給ギャップはほ

とんど問題視されていない。しかし、バーチャルウォーター（仮想水）を考慮すると、日

本も世界の水需給に無関係ではいられない。バーチャルウォーターとは、農産物や工業製

品の生産国における水使用量を仮想するもので、世界全体の水消費量の約 4 割が貿易とい

う形で他国に移動している。バーチャルウォーターの 8 割は農産物貿易による。UNESCO

によれば、日本は、貿易を考慮した水消費量（ウォーターフットプリント）の 65%を国外

の水消費に依存している16, 17。つまり、日本の場合、国内の水需給に問題がなくても、輸

入品生産国の水消費に伴う諸問題に大きな影響を与えていることになる。今後、バーチャ

ルウォーターを含めた水資源の把握や管理の要請が強まれば、これまで以上に世界的な水

問題への関心を持つ必要が出てくる。 

 

3.1.2 水関連災害の頻繁化 

 自然災害の 9 割は、洪水、干ばつ、暴風雨、地すべりなどの水関連の災害と言われてい

る18。近年、水関連災害の発生件数が急増し、その被害も大規模になっている。2010 年に

は、水関連災害によって、世界全体で約 30 万人が命を落とし、約 2 億人が被害を受け、

経済的損失は 1,100 億ドル（約 10 兆円）であった。2011 年 10 月にタイの工業地帯を襲

った大洪水による被害総額は 3,462 億バーツ（1 バーツ＝3.1 円とすると、約 1.1 兆円）と

されている19。気候変動の影響とされる異常気象の頻発に加えて、人口増と都市部・低地

への人口集積、ずさんな都市開発計画や土地利用の変化、生態系劣化による保水機能低下

などによって、水関連災害は今後とも増加傾向にあると予想されている。治水・災害対策

という意味での水問題への対応は、世界共通の問題である。2011 年の東日本大震災による

津波被害で 1.5 万人以上の命を失った日本にとっても水害対策の重要性は認識されている。 

 

3.1.3 安全な飲料水と衛生施設の整備 

 国連では、前述の MDGs の目標の一つに、2015 年までに「安全な飲料水と衛生施設に

持続可能な形で利用できない人口」の割合を 1990 年比で半減することを掲げている。「安

全な飲料水を利用できない人口」の割合については、2010 年時点で、すでに 2015 年目標

の 12%（1990 年実績 24%の半分）を下回る 11%を達成している20。一方、「衛生施設（ト

                                                   
16 http://www.unesco.org/water/news/newsletter/252.shtml#know 

17 環境省によれば、2005 年において海外から日本に輸入されたバーチャルウォーター量（約 800 億 m³）

は、日本国内で使用される年間水使用量と同程度とされている。

（http://www.env.go.jp/water/virtual_water/） 

18 UNESCO (2012) “UN World Water Development Report 4” 

19 2011 年 11 月 16 日付ブルームバーグ記事によるタイ商工会議所大学の試算。

（http://www.bloomberg.co.jp/news/123-LUQG8K0YHQ0X01.html） 

20 WHO/UNICEF (2012) “Progress on Sanitation and Drinking-Water 2012” 

www.unicef.org/media/files/JMPreport2012.pdf 

http://www.unesco.org/water/news/newsletter/252.shtml#know
http://www.env.go.jp/water/virtual_water/
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-LUQG8K0YHQ0X01.html
http://www.unicef.org/media/files/JMPreport2012.pdf
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イレ・下水道）を利用できない人口」の割合は、2015 年目標 25.5%（1990 年実績 51%の

半分）に対して、2010 年時点では 37%にとどまっており、目標達成が危ぶまれている。

これらの問題を抱えている地域の多くは途上国であり、日本国内では、災害対応を除けば21、

飲料水や衛生施設の確保の重要性は低い。しかし、世界全体で、安全な飲料水を継続的に

利用できない人口が 7.8 億人、衛生施設を利用できない人口が 25 億人という現状を改善

するという国際課題に対する貢献が、日本に期待されていることは事実である。日本企業

においても、途上国での事業展開や CSR 活動において、飲料水や衛生施設の整備との関

連付けを留意する必要があろう。 

 

3.1.4 水質汚染の深刻化 

 日本を含め、水質が改善傾向にある地域があるものの、世界的には人口増加と経済活動

の活発化に伴って、水質汚染が進行している。水質汚染は、健康被害や飲料水の確保だけ

でなく、農業生産や水産物などの食糧問題や、生態系保全にも影響を及ぼす。特に新興・

途上国では、都市化や生活様式の変化によって生活用水の使用と排出が増加する一方で、

2.1.3 で前述したように下水処理施設の整備が遅れている。農業の近代化や生産量の増加が

肥料使用量の増加をもたらしており、水域の富栄養化が進む結果となっている22。国連食

糧農業機関（FAO）によれば、2010 年～14 年までの世界全体の肥料使用量の年平均増加

率は 2.6%と予想されている23。特に、ラテンアメリカ（年平均増加率 4.6%）、東欧・中央

アジア（同 3.8%）、アフリカ（同 3.6%）は、高い肥料使用量の増加率が予想されており、

水質悪化が懸念されている。新興・途上国の工業化の進展は、排水処理が不適切である場

合、水質汚染リスクを高めることとなる。先進国からの工場移転も、新興・途上国の水質

汚染リスクを高める要因といえる。日本では、新たな有害物質の発見や突発的な事故など

に伴う汚染を除けば、水質汚染問題はそれほど深刻ではない。しかし、サプライチェーン

全体でみれば、日本の社会経済活動が他国の水質汚染に影響を及ぼす可能性について留意

する必要がある。 

 

3.1.5 水道施設の老朽化 

 欧米諸国を中心に、上下水道などのインフラ整備が日本より先行していた地域では、施

設の老朽化問題への対応が深刻な問題となっている。施設の老朽化は、漏水の増加や断水

の発生など、効率的な水供給の妨げとなる。例えば、漏水率を比較すると、東京の 3.6%

に対して、ロサンゼルスが 9%、ロンドンでは 26.5%という高い値となっている24, 25。水

                                                   

21 2011 年 3 月の東日本大震災によって、約 230 万戸に上水道断水が生じ、48 ヶ所の下水処理場が稼働

停止になったことは記憶に新しい。 

22 気候変動による水温上昇も富栄養化の促進要因とされている。 

23 FAO (2010) “Current world fertilizer trends and outlook to 2014” 

24 経産省資料（http://www.cocn.jp/common/pdf/FM09_pd_nakamura_2.pdf） 

http://www.cocn.jp/common/pdf/FM09_pd_nakamura_2.pdf
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道事業にとっても、施設老朽化は、水供給率の悪化による水道料金収入の減少、管理費用

の増加、事故発生リスクの増加など、採算性に悪影響を及ぼす。結果的に設備の補修・更

新費用の確保を困難にするという悪循環をもたらしかねない。OECD によれば、上下水道

サービスに必要な主要国の投資額合計が、2015 年に約 6,000 億ドル（約 54 兆円）、2025

年には約 9,000 億ドル（約 81 兆円）と見込まれている26。先進国では新規投資よりも更新

需要への対応が中心となると考えられているが、財源の確保を含めて深刻な問題となって

いる。日本でも、すでに上水道管の約 28%、下水道管の約 2%が法定耐用年数を超過して

おり、今後、急速に老朽化が進展すると考えられている27。厚生労働省の推計によると、

2020 年～2025 年頃には、水道施設の更新需要が投資額を上回るものと試算されており、

その対応が急務となっている。 

 

3.2 水・エネルギー・食料の安全保障の相互連関 

 世界的な人口増と都市化、経済活動の活発化は、水需要だけでなく、エネルギーや食料

の需要の増大をもたらしている。このため、水資源の確保は、水の安全保障に加えて、エ

ネルギーの安全保障、食料の安全保障にも密接に関係している（図表 4 参照）。水とエネ

ルギーの関係で見れば、水処理や海水淡水化のためにエネルギーを必要とする一方で、化

石燃料の採掘や発電などエネルギー生産にも水が必要である。また、水と食料の関係で見

れば、食料生産に淡水利用の約 7 割が充てられており、農業活動に伴う肥料や農薬の使用

は、水質汚濁の要因となっている。エネルギー生産、食料生産のための水需要増大に伴う

水資源争奪の激化は、特に新興国・途上国の水ストレスが強い地域において深刻である。

例えば、アフリカではエネルギー需要増大に対応するために発電所の増設が計画されてい

るが、既に現在稼動中の発電所の約 4 割の立地地域において将来の深刻な水不足が予測さ

れている28。発電所増設による水供給や食料生産への多大な影響が懸念されている。 

水問題の解決のためには、エネルギーや食料などの相互連関する分野を関連付けること

が必要であり、ガバナンス改善、シナジー構築、トレードオフ削減、効率改善のために分

野横断的な対策をとることが不可欠となる。このような「水・エネルギー・食料の安全保

障の相互連関（ネクサス）」問題は、グリーン経済の障害として、2011 年 11 月のドイツ・

ボンでの「ネクサス」国際会議で提起され29、リオ+20 でも課題認識されている30。 

                                                                                                                                                     

25 途上国などでは、水道インフラの維持管理がずさんなために漏水率が高いうえに、盗水も深刻なこと

から、効率的な水供給が困難となっている。途上国の無収水（漏水＋盗水）率は平均 40%と言われて

いる（環境白書 2010）。 

26 OECD(2009) “Managing Water for All: An OECD Perspective on Pricing and Financing” 

27 国土交通省（2012）「平成 24 年版日本の水資源」 

28 http://www.worldwaterweek.org/documents/WWW_PDF/2012/Wed/Holger-Hoff-nexus-nile.pdf 

29 http://www.water-energy-food.org/en/conference.html 

30 OECD でも「水政策・エネルギー政策・農業政策の調和（仮）」レポートを作成中。 

http://www.worldwaterweek.org/documents/WWW_PDF/2012/Wed/Holger-Hoff-nexus-nile.pdf
http://www.water-energy-food.org/en/conference.html
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図表 4 水・エネルギー・食料の安全保障の相互連関（ネクサス） 

 

（出所）Stockholm Environmental Institute (2011) を基に富士通総研作成 

 

3.3 水対策の進行 

 前述のように、地域によって抱えている水問題は異なっており、自ずとその対策の力点

も変わってくる。日本の場合、水需給は逼迫していないが、持続可能な水利用の確保を目

指して、将来の設備老朽化への対応、東日本大震災の教訓を踏まえた災害リスクへの対応、

水源の多様化による一体的な水資源の管理、水利用の効率化、流域における低炭素・循環

型の水資源活用などの政策を進めている。以下では、海外の興味深い水対策の例として、

EU の水枠組み指令と米国のウォーター・スマート・プログラム、シンガポールのスマー

ト・ウォーター・ハブ構想、そして水質保全対策への市場アプローチ導入の動向について

紹介する。 

 

3.3.1 EU：水枠組み指令 

 欧州には 110 の河川流域区域があるが、うち 40 の流域区域が国境をまたがっており、

欧州域内面積の 60%を占めている。このため、行政区域単位ではなく、流域単位での取り

組みが不可欠である。EU は、総合的な水資源管理を進めるために、2000 年に水枠組み指

令（Water Framework Directive）を制定した31。水枠組み指令の主な目的は、①2015 年

までに EU 域内のすべての水（地表水と地下水）を「良好」な水質状態にするとの目標達

成、②（行政単位を超えた）河川流域単位での水管理計画の策定、③統合的な水管理の枠

組みの構築、④計画策定への利害関係者の積極的参加、である。水需給だけではなく水質

管理に比重がおかれていることが特徴であり、化学的な品質に加えて、生態系への影響な

どの評価が求められている。そのほか、水資源管理の実効性を高めるために、流域単位の

                                                   

31 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html 

エネルギー作物が土地と
水の奪い合いに拍車

淡水利用の７割が食料生産

化石燃料採掘、水力発電
等エネルギー生産需要

水処理・海水淡水化
のエネルギー需要 灌漑・肥料生産の

エネルギー需要

利用可能
な水資源

水供給
安全保障

食料
安全保障

エネルギー
安全保障

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html


11 

水質モニタリングプログラムの実行や、水サービスに対するフルコスト回収のための適正

な水道料金の設定なども求められている。タイムテーブル上では、2009 年までの河川流域

管理計画策定、2010 年までの水価格政策の策定、2012 年中の水関連政策の実行が、各加

盟国に求められているが、一部で遅延が見られている32。 

 

3.3.2 米国：ウォーター・スマート・プログラム 

 米国では、人口増や農業生産のための水需要増加から水需給の逼迫が懸念されており、

特に、南西部における将来の水不足が深刻となっている33。2009 年には、水の安全保障法

（SECURE Water Act）が制定され34、国家の安全保障の観点から、気候変動などが水供

給に及ぼす影響評価のための研究・データ収集・モニタリングや、水資源の保全や効率的

利用を促すための行動を支援する総合的な水対策が推進されることとなった。 

水の安全保障法の実施手段として 2010 年からスタートしたウォーター・スマート・プ

ログラム（WaterSMART Program）は、2013 年末までに年間 73 万エーカー・フィート

（約 9 億㎥）の水資源節約目標を達成するために、水市場取引や節水・効率化、水管理向

上などへの助成措置や研究支援、水の再利用35などの事業を行っている。また、優良事例

の共有や政策支援情報を図るために、ウォーター・スマート・クリアリングハウスという

ウェブサイトを開設している36。内務省の進捗レポートによれば、2011 年の水節約量実績

は年間約 49 万エーカー・フィート（約 6 億㎥）と報告されており、順調に水資源の節約

が進んでいる37, 38。 

 

3.3.3 シンガポール：スマート・ウォーター・ハブ構想 

 シンガポールでは、現在、水供給の 40%を輸入しているマレーシアとの契約が解消され

る 2060 年までに水需要が倍増すると予想されており、水の自給自足体制の構築が喫緊の

課題となっている39。シンガポール政府は、2060 年までに水供給の 50%を再生水、30%を

海水淡水化によって補う計画である40。水不足対応の必要に迫られた技術開発を、逆に競

                                                   

32 河川流域管理計画は 2012 年 8 月 23 日現在、ベルギー、スペイン、ポルトガル、ギリシャには、計画

のコンサルテーションが完了していない流域がある。水道料金の引き上げを意味する水価格政策はほと

んどの加盟国で導入されていない。 

33 2009 年のコロラド大学のプロジェクトによれば、コロラド川流域の全ての貯水池（供給人口 2,700 万

人）が気候変動と過剰使用によって 2057 年までに干上がってしまうという予測がなされている。 

34 包括公有地管理法（Omnibus Public Land Management Act）の一部（Subtitle F）として成立。 

35 水再利用事業は、開拓局の管轄地域（西部 17 州）が対象 

36 http://www.doi.gov/watersmart/html/ 

37 US DOI (2012) “WaterSMART: A Three-Year Progress Report”, 

(http://www.usbr.gov/WaterSMART/docs/WaterSMART-thee-year-progress-report.pdf) 

38 2011 年末の水節約量の当初計画は年間 35 万エーカー・フィート（約 4.3 億㎥）であった。 

39 本項のデータは、2012 年 6 月シンガポール経済開発庁（EDB）訪問時の提供資料に基づく。 

40 最近の水供給の構成は、マレーシアからの輸入 40%、再生水 30%、雨水・貯水池 20%、海水淡水化

http://www.doi.gov/watersmart/html/
http://www.usbr.gov/WaterSMART/docs/WaterSMART-thee-year-progress-report.pdf
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争力強化につなげることを狙いとして、2006 年に水・環境分野が主要成長産業として位置

づけられた。2015 年に、水産業が 11,000 人の雇用を創出し、GDP への貢献を 17 億シン

ガポールドル（1 シンガポールドル＝75 円とした場合、約 1,300 億円）にするという目標

が設定され、2011 年までの 5 年間で 4.7 億シンガポールドル（約 350 億円）が研究や人

材開発に投じられている。 

 シンガポール経済開発庁では、2004 年から、シンガポールを水分野における研究開発の

国際的拠点（ウォーター・ハブ）にするために、国内外の研究開発機関の集積を図ってい

る。最近では、ICT を活用した R&D 機能集積に力を入れた「スマート・ウォーター・ハ

ブ構想」を提唱している。2012 年 6 月時点で、北米・欧州・アジア太平洋・シンガポー

ル国内から 100 社以上の水ビジネス関連企業が集積し、本社・販売・サービス、あるいは

研究開発、製造など様々な形で関わっている。このほか、公的研究機関を中心とした 6 つ

の研究開発拠点と産業界を中心とした 9 つの研究開発・リビングラボが、国際的な連携を

含めた水分野の研究開発を行っている。 

 

3.3.4 水質保全対策への市場アプローチ導入 

 水質保全対策に市場メカニズムを活用する試みは日本ではなじみが薄いが、海外では活

発に行われている。代表的な手法は、流域サービス支払い（PWS：Payment for Watershed 

Services）と水質取引（WQT：Water Quality Trading）である。PWS とは、河川流域保

護に必要な資金を（主に下流の）受益者が負担する仕組みであり、中国、米国、南米中心

に普及している。WQT は、水質基準値達成の手段として、同一水系内で汚染物質排出者

間での取引を可能とする仕組みで、北米や豪州を中心に計画・実施されている。 

Ecosystem Marketplace（2010）の調査によれば、全世界で、2008 年時点での実施プ

ログラムが 127 件、市場規模が約 93 億ドル（約 8,400 億円）であり、計画中を含めた総

プログラム数は 288 件であった（図表 5 参照）。2000 年時点の総プログラム数が 51 件だ

ったとのことから 5 倍以上の増加である。今後、市場規模は 2014 年に約 120 億ドル（約

1.1 兆円）、2020 年には約 200 億ドル（約 1.8 兆円）に達すると予想されている41。2008

年の実施プログラムは PWS が大半（件数の 89%、市場規模の 99%超）を占めているが、

計画中のWQTの件数シェアは 36%であり、WQTの実施件数も一定の増加が見込まれる。

米国農務省は 2012 年 8 月に WQT プログラムの市場整備のために 708 万ドル（約 6.4 億

円）の助成を決定している42。 

                                                                                                                                                     
10%である。 

41 Ecosystem Marketplace (2012) “Innovative Markets and Market-like Instruments for Ecosystem 

Services: The Matrix 2012” 

(http://moderncms.ecosystemmarketplace.com/repository/moderncms_documents/the_matrix_5-9-1

2.1.pdf) 

42 チェサピーク湾地域プロジェクト 5 件（235 万ドル）、その他プロジェクト 7 件（473 万ドル）。 

(http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/national/programs/financial/cig/?cid=stelprdb104

8722) 

http://moderncms.ecosystemmarketplace.com/repository/moderncms_documents/the_matrix_5-9-12.1.pdf
http://moderncms.ecosystemmarketplace.com/repository/moderncms_documents/the_matrix_5-9-12.1.pdf
http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/national/programs/financial/cig/?cid=stelprdb1048722
http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/national/programs/financial/cig/?cid=stelprdb1048722
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図表 5 水質保全対策への市場メカニズム活用プログラム件数と市場規模（2008） 

 
プログラム件数 

市場規模 
総数 うち計画中 うち実施中 

流域サービス支払い（PWS） 216 件 103 件 113 件 92.5 億ドル 

水質取引（WQT）  72 件  58 件  14 件  0.1 億ドル 

合計 288 件 161 件 127 件 92.6 億ドル 

（注）市場規模は実施中プログラムで金額がわかっているものの合計 

（出所）Ecosystem Marketplace (2010) を基に富士通総研作成 
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4 水問題への企業の戦略的対応 

 

4.1 水問題への戦略的対応の検討手順 

世界的な水問題の深刻化と水対策の強化は、企業の事業活動においても、重大な影響を

及ぼすことになる。海外と比べれば、日本国内では水問題がさほど深刻ではないかもしれ

ない。しかし、企業活動に伴うバリューチェーン全体を考えれば、多くの日本企業がグロ

ーバル市場に関わっており、国際的な社会課題として強い関心が示されている水問題につ

いて、日本企業にも明確な対応が求められていることは間違いない。 

図表 6 は、企業が水問題への戦略的な対応を検討する際の基本的な手順を整理したもの

である。まずは、最低限必要なアクションとして、水問題が国際的に重大な社会課題であ

ることを認識し、企業内部での共有を図ったうえで、リスク対応の強化、さらにはビジネ

ス機会の模索を行うということになる。 

 

図表 6 企業が水問題への戦略的な対応を検討する際の基本的手順 

 

（出所）富士通総研作成 

 

 

 

3. ビジネス機会の模索

 既存ビジネスを水問題解決への貢献の視点で洗い直して包括PR

 水問題解決に資する製品・サービスの開発

 パートナーシップ、パイロットプロジェクト等の積極活用

2. リスク対応の強化

 グローバル拠点・サプライチェーンにおける水管理情報の把握

 操業地域の将来の水資源枯渇と水害リスクへの対応

 水利用効率（生産性）の向上

 製品設計時の水利用効率の向上

1. 最低限必要なアクション

 国際的社会課題としての水問題の重大性に対する認識の共有

 「水」という視点から企業の取り組みを整理して情報開示



15 

水問題の認識共有について、業種業態によって水問題への関わり方は異なるが、例えば、

企業の社会的責任（CSR）の活動の一環として、従業員に対して水問題の周知を図ること

や、CSR 企業のビジョンや方針、行動計画などに水問題の認識や水問題に対応した取り組

みを反映させていくことなどが考えられる。対外的には、水問題に関する自社の考え方を

示すとともに、水問題解決につながる自社の取り組みを整理して情報開示することで、自

社の取り組み姿勢を強くアピールすることが期待できる。そのためにも、「水」という視点

から自社の取り組みを考え直すということが重要となろう。 

次のステップは、リスク対応の強化である。国際競争の視点からは、海外での水問題に

対する関心の高さを常に念頭に置く必要がある。まずは、自社の操業地域の水管理情報を

把握する必要がある。国内よりも水リスクが高い可能性があるグローバル拠点を抱える場

合は、特に注意が必要である。ウォーターフットプリントを考慮すれば、サプライチェー

ンにおける水管理情報の把握も必要となり、サプライチェーンマネジメント（グリーン調

達）の一環として、取引先に対して水管理情報の提供を求めるだけでなく、管理方法等の

指導が必要となるケースがあるだろう。自らのグローバル拠点がない場合でも、国外にサ

プライチェーンが広がっている企業は少なくない。また、操業地域における水リスクの低

減という観点から、操業地域を含む水系全体で、将来の水資源枯渇リスクや水害発生リス

クの評価を反映した対策を検討すべきである。特に、新規立地を検討する際には、将来の

水リスクの有無・程度を把握し、水リスクが高い地域には、極力、水利用の大きい施設を

置かないような立地戦略を採ることが望まれよう。製造業などでは、製造プロセスでの水

利用効率の向上が重視されるだけでなく、製品設計時にも、ユーザーの製品利用時の水使

用量削減に貢献するような配慮（環境配慮型設計）がさらに求められる。 

最後のステップは、ビジネス機会の模索である。もちろん、全ての企業が水問題に関す

るビジネス機会が得られるとは限らない。まずは、自社の既存のビジネスが水問題解決に

貢献しているかどうかという視点から洗い直し、包括的に PR することが望まれる。既に

市場に提供されている製品・サービスが水問題の解決を意図していないものでも、水利用

の効率化や水害対策、水質改善などへの活用可能性を再検討することで、新たな価値を訴

求できるかもしれない。また、自社の製品・サービス群と水問題解決との関連性をマッピ

ングすることで、新たな製品・サービス開発のヒントが得られる可能性がある。製品・サ

ービス開発にあたっては、国内外の公的機関、研究機関、民間企業、NPO 等とのパート

ナーシップやパイロットプロジェクト等の積極活用が有効であろう。 

本章の以下では、グローバル市場の動向を中心に、水問題に関する認識やリスク対応を

巡る取り組みや議論などについて概観し、ビジネス機会について次章であらためて述べる

こととしたい。 
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4.2 水問題に対する認識 

水使用量が多い企業や、資源採掘や製造工程などで潜在的な水汚染のリスクを抱える企

業を中心に、水問題への対応の重要性に対する認識は高まっている。一般的に、鉱業、石

油・ガス、食品、製薬、化学、半導体、発電などの業態はリスク意識が高いとされている。

飲料水メーカーの例では、ネスレの場合、米国カリフォルニア州でのボトルウォーター工

場新設計画が水源枯渇を懸念する地域住民の反対で中止に追い込まれたことがあり43、ペ

プシでも将来の水資源リスクを考慮して工場の新規立地をインドからベトナムに変更した

ことがあるとされている44。また、2011 年のタイの大洪水による工業地帯の損害もあり、

水害リスクに対する企業の意識も高まっている45。 

 一方で、水問題への適切な対応は、企業競争力強化の機会を生む。水問題に関わる事業

リスク回避に加え、水資源の有効活用自体が費用削減につながる。また、水問題の解決・

改善に資する技術や管理ノウハウなどを活用した製品やサービスの供給は、ビジネス機会

の拡大に直結する。さらには、水問題に対応した活動を通じた企業ブランド価値の向上も

期待できる。 

 英国の非営利団体カーボンディスクロージャープロジェクト（CDP）のグローバルウォ

ーターレポート 2012 によれば、グローバル企業（回答企業 191 社）の 68%が水問題をリ

スクとして認識している。また、水問題を機会と認識している企業の比率は 71%であり、

リスク認識を上回る46。前年調査結果と比べて、リスク認識（前年 59%）、機会認識（同

63%）の双方とも増加しており、水問題を自社の事業と関連づけて認識するグローバル企

業が増えている。 

図表 7は、CDPグローバルウォーターレポート 2012における 8つの産業セクター47（一

般消費財、生活必需品、エネルギー、ヘルスケア、資本財、情報技術、素材、公益事業）

について、水問題に関するリスクと機会の認識を比較したものであり、セクターによって

両者の認識度合いに大きな違いがある。例えば、「エネルギー」は、リスク認識が機会認識

を大きく上回っている48。逆に、「資本財」では、機会がリスクを大きく上回る特徴を示し

                                                   
43 http://www.businessweek.com/stories/2008-04-15/a-town-torn-apart-by-nestl 

44 米 ERM 社 Dr. Velislava Ivanova へのインタビューより（2011 年 10 月 28 日） 

45 本節後述の CDP グローバルウォーターレポート 2012 では、リスク認識の項目として「水ストレス・

不足」を挙げた企業が最も多く（直接事業リスク 35%、サプライチェーン(SC)リスク 15%）、「洪水」

がそれに続く（直接 32%、SC11%）。以下、「排水コスト上昇」（直接 23%、SC6%）、「政策不確実性」

（直接 21%、SC3%）、「水質悪化」（直接 20%、SC8%）、「取水制限強化」（直接 20%、SC4%）など。 

46 企業の気候変動対策情報データベースの構築・公開を行ってきた CDP は、企業活動による水資源影響

とマネジメント状況の情報収集を図るウォーターディスクロージャーイニシアチブを 2009年から開始

し、2010 年からレポートを公表。2012 年調査は、グローバル企業（FTSE Global 500 社から選定）

318 社に質問表を送付し、191 社から回答を得ている。このうち日本企業は対象 27 社中 20 社が回答。

https://www.cdproject.net/CDPResults/CDP-Water-Disclosure-Global-Report-2012.pdf 

47 グローバル産業分類基準（GICS）10 セクターから金融と電気通信サービスのセクターを除いたもの 

48 石油・ガス等の開発・精製時の水使用や水質汚染などのリスクを感じやすい反面、コスト削減以外の

http://www.businessweek.com/stories/2008-04-15/a-town-torn-apart-by-nestl
https://www.cdproject.net/CDPResults/CDP-Water-Disclosure-Global-Report-2012.pdf
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ている49。「情報技術」は、機会認識がリスク認識を上回るものの、双方の認識とも他セク

ターと比べてかなり低い50。一方、「生活必需品」や「素材」は、リスクと機会の双方を高

く認識する企業が多いといえる51。 

 

図表 7 グローバル企業の産業セクター別の水問題に関するリスクと機会の認識 

 

（注）点線は「機会認識＝リスク認識」を示す境界であり、左上部は「機会認識＞リスク

認識」の領域、右下部は「機会認識＜リスク認識」の領域となる。 

（出所）CDP グローバルウォーターレポート 2012 を基に富士通総研作成 

 

                                                                                                                                                     
機会を見出せる企業が少ないようである。 

49 「資本財」セクターを構成する産業は、機械、航空宇宙、電気設備、建設・土木、商社・流通、商業

サービスなどであり、水依存度が相対的に低い一方で、顧客に対して水問題改善に貢献する製品・サー

ビスを供給しやすいという傾向がある。 

50 「情報技術」は、半導体製造以外は水使用が少なく、直接的なビジネス機会も見出しにくい。 

51 「素材」や、飲料・食品や家庭・パーソナル用品を製造する「生活必需品」は、水使用量が多いため

にリスク認識が高いが、水利用の効率化や水源保全の取り組みが競争力に結びつきやすい。 
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4.3 リスク管理を巡る動向 

4.3.1 情報開示の要請 

 水問題への関心の拡大は、企業に対して水資源利用に関する情報開示の要請の強化につ

ながっている。前述のとおり、本来、企業の気候変動情報開示に特化した団体であった CDP

が企業の水情報にまで活動範囲を拡大したのも、CDP の取り組みを支援する投資家・金融

機関が、投融資先の企業・プロジェクトにおける水リスクに強い関心を示していることを

意味する52。2010 年からレポート作成・公表をスタートした同プロジェクトは、これまで

は質問状への回答の集計と個別企業の回答の情報開示を中心としてきたが、2013 年からは

希望企業を対象としたサプライチェーンの水管理情報報告のためのプロジェクト（CDP 

Supply Chain +Water）を開始し、さらに、2014 年からは水管理情報に基づく企業評価を

開始する予定である53。水情報開示の対象範囲が拡大するとともに、開示内容の評価も厳

密化するということである。 

 企業の水情報開示の支援を目的として、2012 年 8 月には、国連の CEO 水マンデートが

コーポレートウォーターディスクロージャーガイドラインを発表した54。このガイドライ

ン作成には、CDP のほか、CSR レポートのガイドラインを発行する非営利団体のグロー

バルレポーティングイニシアチブも参加していることから、今後、水情報開示のスタンダ

ードとして活用される可能性が高い。このガイドラインで提唱されている情報開示の枠組

みは図表 8 に示すとおりであり、①現況（状況、パフォーマンス、コンプライアンス）と、

②影響（ビジネスリスク、ビジネス機会、外部影響）、③対応（対策・ガバナンス・目標、

内部行動、外部エンゲージメント）について、水情報の管理・報告にこれから着手する企

業向けの基本（Basic）情報と、さらに詳細報告を目指す先進企業向けの（Advanced）情

報に分けて、それぞれ開示すべき項目が例示されている。 

 ライフサイクル全体での水使用量を把握する指標であるウォーターフットプリント

（WFP）については、オランダの Water Footprint Network（WFN）が 2011 年にアセス

メントマニュアルを発行している55。国際標準化機構（ISO）でも、2014 年に ISO14046

として WFP の国際標準の発行を予定している。WFP は、企業活動全体だけでなく、製品

やプロセス単位での水使用量のライフサイクル評価に活用できるため、リスク管理に加え

て、トータルでの水使用量の少ない商品・サービス開発に有用であるが、一方で、企業に

対する WFP 情報開示の要請も強まることであろう。 

                                                   

52 CDP ウォーターディスクロージャープロジェクトの企業情報へのアクセスを希望する（プロジェクト

への参加表明）金融機関数は 2010 年の 137（総資産額 16 兆ドル）から 2012 年には 470（同 50 兆ド

ル）に急増。これらの金融機関は、水管理に関する企業情報を投融資判断に活用。 

53 https://www.cdproject.net/water 

54 UN CEO Water Mandate (2012) “Corporate Water Disclosure Guidelines” 

（http://www.pacinst.org/reports/corporate_water_disclosure_guidelines/full_report.pdf） 

55 http://www.waterfootprint.org/downloads/TheWaterFootprintAssessmentManual.pdf 

https://www.cdproject.net/water
http://www.pacinst.org/reports/corporate_water_disclosure_guidelines/full_report.pdf
http://www.waterfootprint.org/downloads/TheWaterFootprintAssessmentManual.pdf
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図表 8 コーポレートウォーターディスクロージャーガイドラインの情報開示の枠組み 

 基本情報 先進情報 

現況 

状況 
 水ストレスの高レベルアセス 

〔ホットスポット水域リスト〕 

 ホットスポット水域での詳細アセ

ス（水ストレス+他の要素） 

パフォーマンス 

〔水ストレス地域での取水率〕 

〔水ストレス地域での平均水強度〕 

 水域レベルデータ 

- 水源別取水量 

- 水消費量 

- 水強度 

- 排水先別排水量 

 バリューチェーンの取水量 

コンプライアンス 
〔重要な水関連規制コンプライアン

ス違反〕 

 社内/ボランタリーな持続可能性

基準の適用 

影響 

ビジネスリスク 
 水ストレス関連リスク  他の要素に関するリスク 

 バリューチェーンリスク 

ビジネス機会 

 高レベルアセス 

- コスト削減機会 

- 収益獲得機会 

 機会の詳細アセス 

外部インパクト 

  排水によるインパクト 

 消費・取水によるインパクト 

 人権関連インパクト 

 バリューチェーンインパクト 

対応 

対策・ガバナンス・目標 
 コミットメント 

 目標/ターゲット 

 対策、戦略、ガバナンス 

社内行動 

 直接的な操業の改善  製品イノベーション 

 バリューチェーンエンゲージメン

ト・改善 

外部エンゲージメント 

  消費者/公共エンゲージメント意

識づけ 

 政策提言 

 国際イニシアチブ・パートナーシ

ップへの参加 

 地域での集団行動 

（注）〔 〕内は、企業の水プロフィール情報 

（出所）UN CEO Water Mandate (2012)を基に富士通総研作成 

 

このような水情報開示の要請の高まりを考えれば、投資家や金融機関、NPO などから

直接情報開示を求められなくても、（情報開示を必要とする）取引先から情報開示を求めら

れる可能性があることも念頭に入れる必要がある。 

 

4.3.2 リスク管理支援サービスやツールの開発 

 これまで述べてきたように、企業経営にとって、水利用に関する絶対量と質の確保に関

するリスク、取水権や水利用効率、排水処理などに関する基準の強化及び対応コスト上昇

のリスク、洪水などの水害に伴う事業継続リスク、水問題への取り組みに関する評判に伴

う市場喪失リスクなど、様々な水リスクが想定される。これらのリスクは業種、地域によ

っても大きく異なるが、サプライチェーンを含めたリスク管理が必要である。 

海外では、NGO やコンサルタントなどによる企業の水リスク管理支援サービスが活発
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である。例えば、国際 NGO のコンサベーション・インターナショナルでは、水リスク管

理や企業戦略策定を支援する“Freshwater Solutions”というサービスを行っている56。世界

全体で約 30 名のスタッフを要し、科学的知見による調査研究、政策や水管理手法の提案、

経済性評価などを手がけている57。エンバイロンメンタル・リソース・マネジメント社で

は、企業の持続可能な水資源管理を支援するコンサルティングサービスを手がけている58。

グローバル拠点で 50 名のスタッフを要し、水利用最小化、水質アセスメント、水資源モ

デル、上下水エンジニアリング、（事業や製品の）ウォーターフットプリント評価、暴風雨

水マネジメントや関連普及啓発事業を行っており、石油・ガス、鉱業、半導体、製薬、化

学、小売業などの業種が主要顧客となっている。 

水リスクの評価や水管理戦略の策定などを支援するツールも開発されている。例えば、

世界資源研究所（WRI）は水リスクの計測・マップ作成プロジェクト“Aqueduct”を 2009

年 12 月から開始している59。Aqueduct では、3 分野 12 指標から構成される水リスク指標

（図表 9 参照）によって全世界 15,000 の集水地域を評価し、2095 年までの予測を含むグ

ローバルな水リスクマップと、主要水域60を対象とした水リスクマップの 2 種類を作成し

ている。このプロジェクトには、国際機関や政府、研究機関に加えて、11 の民間企業がパ

ートナーとして参画しており、水リスクマップの基礎データはコカコーラから無償提供さ

れている61。このほか、持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）の“Global 

Water Tool”62、世界自然保護基金（WWF）とドイツ開発公社（DEG）による “Water Risk 

Filter”63、GEMI の“Water Sustainability Tool”64 など、多様なツールが提案されており、

水リスクに対する関心の反映ともいえるが、かえって利用者の混乱を招きかねないことも

懸念されている65。 

  

 

                                                   
56 http://www.conservation.org/learn/freshwater/solutions/pages/fresh_water_solutions.aspx 

57 マリオットホテル、ペプシコ、アルコア、コロンビア水供給会社などに支援実績。 

58 2009 年に企業向けガイド“Managing your water sustainability”を公開。 

http://www.erm.com/Documents/Publications/Global_SWS_GuideForBusiness-vAugust2009.pdf 

59 http://aqueduct.wri.org/ 

60 これまで、メコン川流域（東南アジア）、揚子江流域（中国）、黄河流域（中国）、コロラド川流域（北

米）、オレンジ／センクー川流域（南アフリカ）を対象としたプロジェクトが行われている。 

61 アライアンスパートナーとして参画している企業は、ゴールドマンサックス、GE、スコールグローバ

ルスリーツファンド、ブルームバーグ、タリスマンエネルギー、ダウケミカル、ロイヤルダッチシェル、

ユナイテッドテクノロジーコーポレーション、デュポン、ジョンディア、プロクター&ギャンブル。 

62 水利用状況と将来予測、グローバルサプライチェーンにおけるリスクを評価

（http://www.wbcsd.org/work-program/sector-projects/water/global-water-tool.aspx） 

63 企業の水リスク認識・戦略策定を支援。導入的。（http://waterriskfilter.panda.org/） 

64 企業の水リスクと機会のアセスメントを支援。（http://www.gemi.org/water/overview.htm） 

65 過去数年間で、世界中で 20 以上の評価ツール、ガイドライン、基準が提案されていると言われている

（World Water Week 2012 での議論）。 

http://www.conservation.org/learn/freshwater/solutions/pages/fresh_water_solutions.aspx
http://www.erm.com/Documents/Publications/Global_SWS_GuideForBusiness-vAugust2009.pdf
http://aqueduct.wri.org/
http://www.wbcsd.org/work-program/sector-projects/water/global-water-tool.aspx
http://waterriskfilter.panda.org/
http://www.gemi.org/water/overview.htm
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図表 9 Aqueduct の水リスク指標の枠組み 

 

（出所）WRI (2013) “Aqueduct Water Risk Framework”を基に富士通総研作成 

 

  

物理的リスク：量

 ベースライン水リスク
 経年変動
 季節変動
 洪水発生
 渇水深刻度
 上流貯水量
 地下水ストレス

物理的リスク：質

 還流率
 上流保護地

規制・評判リスク

 メディア掲載
 水へのアクセス
 絶滅危惧両生類

統合した水リスク
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5 水ビジネスの機会 

 

5.1 ビジネス機会の模索 

 4.2 に述べたように、企業にとって、水リスクへの適切な対応は、競争力強化の機会に

つながる。具体的には、費用削減、ブランド価値向上、新たなビジネス提案などの機会が

考えられる。ここでは、製品・サービス供給によるビジネス機会について考えてみたい。 

3.1 で述べた様々な水問題は、視点を変えれば、課題解決のためのビジネス提案の機会

でもある。図表 10 は、主要な水問題に対応したビジネス機会の例を整理したものである。

水需給ギャップ問題の解決には、いわゆる狭義の水ビジネスである水供給事業や海水淡水

化や再生水などの造水ビジネスのほか、河川水・雨水・地下水・再生水などの有効活用と

需要マネジメントも含めた総合的な水資源の最適管理ビジネス、さらには節水機器や節水

型商品（水使用量が少なくて済む洗剤など）、節水支援サービス、ウォーターフットプリン

ト（WFP）評価・ラベリングなどのビジネスがある。水関連災害に対しては、堤防・護岸・

ダム・放水路・遊水池などの治水事業や、都市部における雨水排水などのインフラ整備、

さらには予測・監視ビジネスなどが挙げられる。安全な飲料水と衛生施設の整備について

は、主として途上国市場向けの浄水ビジネスや簡易トイレを含む下水道整備などが該当す

るが、飲料水製造・販売は先進国市場も含まれる。水質汚染問題には、下水・排水処理を

含む水質改善サービスや処理装置販売、水質測定・監視サービスのほか、水質取引市場の

創設・管理運営などのビジネスも検討可能である。上下水道施設の老朽化に対しては、保

守点検・漏水管理、補修・更新ビジネスに関する機会が期待できる。 

 

図表 10 主要な水問題に対応したビジネス機会の例 

水問題 ビジネス機会の例 

水需給ギャップの深刻化 

水供給ビジネス（水道事業、工業用水・農業用水） 

造水（海水淡水化・再生水）ビジネス 

水資源最適管理支援ビジネス 

節水機器、節水型商品、節水支援サービス 

ウォーターフットプリント（WFP）評価、低 WFP 商品供給 

水関連災害の頻繁化 

治水ビジネス 

防災（水害）対応インフラ整備、雨水排水・貯水 

水害予測・監視ビジネス 

安全な飲料水と衛生施設の整備 

浄水ビジネス（水質浄化剤など） 

飲料水製造・販売ビジネス 

下水道整備、簡易トイレ 

水質汚染の深刻化 
下水・排水処理、水質改善サービス 

水質測定・監視サービス、水質取引市場 

水道施設の老朽化 
上下水道インフラ保守点検・漏水管理 

上下水道補修・更新ビジネス 

（出所）富士通総研作成  
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5.2 水問題解決に向けた ICT の活用可能性 

5.2.1 ICTの活用分野 

 4.2 において「情報技術」産業は、水問題に関するリスクと機会の双方の認識とも、他

の産業セクターと比べてかなり低かった。確かに、情報通信技術（ICT）産業が、直接、

水問題を解決するビジネスを行う機会は、他産業より少ないかもしれない。しかし、民間

企業や公共機関が水問題を解決するために ICT を活用するという観点からは、多様な機会

が考えられる。図表 11 は、水関連事業における ICT の活用分野の分類例である。水系レ

ベルでの水資源データ収集・管理・分析や国や地方自治体などでの防災（水害）対策、自

治体や水供給事業者、工場・事業所などによる水質管理、都市計画策定・開発者や水供給

事業者が検討する水利用効率化・シミュレーションやスマートネットワークの構築、さら

には水供給事業者自身の効率化・顧客管理など様々な分野に ICT が活用される。 

 

5.2.2 スマートウォーター 

 効率的な水利用や多様な水資源開発を意味していた「スマートウォーター」という言葉

が、最近、ICT の活用と関連付けられることが増えてきた。2011 年 2 月にイギリスで設

立されたスマートウォーターネットワークフォーラム（SWAN）は、データ技術を活用し

た水ネットワークの効率的かつ持続的利用を促進する産業団体として設立された66。設立

時の参加メンバーは 9 社であったが、水道事業者、ネットワークオペレーター、ソリュー

ションベンダー、コンサルタント、研究者、投資家などの参加を得て、2013 年 3 月現在

60 社にまで増加しており、当分野への強い関心を示している。 

 

図表 11 水関連事業における ICT の活用分野の分類例 

分類 内容 

水資源データ収集・管理・分析 河川、貯水場、ダムなどでのリモートモニタリングの活用 

防災対策 
センサー及び情報提供システムを用いた洪水・津波等の被害

防止 

水質管理 
精緻なセンサーと ICT の活用による水供給ネットワーク等の 

水質変化の把握 

スマートネットワーク ネットワークモニタリング・分析・意志決定サポート 

水利用効率化・シミュレーション 水供給・処理システムのモデル化による効率向上と将来予測 

水事業の効率化・顧客管理 ソフトウェア等を活用した顧客管理・水事業運営の効率化 

（出所）Global Water Intelligence の Dr. Jensen の分類に富士通総研が一部加筆作成 

                                                   

66 Smart Water Networks Forum (http://www.swan-forum.com/) 

http://www.swan-forum.com/
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 ICT を活用した持続可能な都市の最適インフラ管理を目指すスマートシティ（コミュニ

ティ）の構成要素の一つとして、「スマートウォーター」が位置づけられる機会も増えてい

る。つまり、都市におけるエネルギー（電力、ガス、熱）インフラ、交通・物流インフラ、

資源リサイクル・廃棄物処理インフラなどとともに、水の供給・処理インフラを整備し、

ICT を活用して最適管理するということである。 

また、電気事業のスマートメーター同様に、水事業でもスマートメーター（スマートウ

ォーターメーター）を用いて、自動検針、水消費量の把握によるリアルタイム需給調整、

漏水監視などを効率的に行う動きが、国・地域レベルで始まっている。例えば、韓国では

2020 年までに国レベルでのスマートウォーターグリッドの開発を目指しているほか、オー

ストラリアやアメリカでは州・都市レベルで、スマートウォーターのイニシアチブなどが

行われている。EU でも「効率的な水資源管理のための ICT ソリューション」という次世

代水道網構築実証実験プロジェクトが進められている。2017 年における全世界のスマート

ウォーターメーターの普及台数は、2011 年実績（1,030 万台）の約 3 倍にあたる約 3,000

万台に増加し、市場規模は約 4.8 億ドル（約 430 億円）になると予想されている67。 

 

5.2.3 新興・途上国における ICT活用事例 

 水問題解決に ICT を活用する試みは先進国だけでなく、新興・途上国でも積極的に行わ

れている。特に、人口増加が顕著な都市部においては、水需給ギャップの解消が喫緊の課

題である。例えば、インドのムンバイ都市圏は、2009 年時点での人口 1,900 万人が 2030

年には 3,000 万人を超えると予想されている。2009 年時点でも 420 万㎥/日の水需要に対

して、335 万㎥/日の供給力しかなく、今後、人口密集地域を中心に、安全な飲料水の供給

確保がさらに深刻な状況となることが危惧されていた。そこで、ムンバイ都市地区開発庁

では、2021 年までに総額 28 億ドル（約 2,500 億円）の予算にて、GIS を用いた水供給ネ

ットワーク管理と水供給シミュレーションモデルを構築するプロジェクトに着手し、ずさ

んであった水需給管理の改善を図っている。 

 フィリピンのマニラ地区西部を供給エリアとしている水供給会社マニラッド社では、

2007 年までの前経営者が設備のメインテナンスに関心を払わなかったため、漏水と盗水に

よる無収水率（水供給総量に対する収益にならない水供給量の比率）が 67%と極めて高く

なり、さらに経営を圧迫してメインテナンス費用も捻出できないという悪循環に陥ってい

た。同社では、経営者が交代した 2008 年から 2012 年まで 4.26 億ドル（約 380 億円）を

投じて、無収水管理ソフトウェアの導入と漏水管理のための人材育成を行うプロジェクト

を行い、2011 年実績で無収水率を 48%まで削減させた。2012 年の無収水率 40%目標を達

成する見込みで、経営状況も改善している。 

                                                   
67 http://www.businesswire.com/news/home/20120523005276/en/Rising-Demand-Water-Key-Driver- 

Smart-Water 

 

http://www.businesswire.com/news/home/20120523005276/en/Rising-Demand-Water-Key-Driver-%20Smart-Water
http://www.businesswire.com/news/home/20120523005276/en/Rising-Demand-Water-Key-Driver-%20Smart-Water
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 これらムンバイとマニラの事例に共通しているのは、プロジェクトのアドバイスと技術

提供をしているのが欧米企業ということである。ムンバイの場合、英国プライスウォータ

ーハウスクーパースがアドバイザーとなり、米国のベントレーのシステム68を利用してい

る。マニラでは、イスラエル発祥（グローバル拠点はルクセンブルグ）のミヤ69が常駐の

アドバイザーとなり、英国クラウダーコンサルティングが開発したソフトウェア70を使用

している。 

 一方、3.3.3 にて紹介したシンガポールでは、ICT を活用したインテリジェント水管理

システム（IWMS）の開発に着手しているが、国内の技術・企業育成を図り、自国の競争

力向上につなげようとしている。具体的には、これまでバラバラだった水事業関連データ

（水処理・供給・設備・労務など）を統合するプラットフォームを構築するプロジェクト

で、実施主体は水供給サービスを行っているシンガポール公益事業庁である。2011 年～12

年の第 1 フェーズ（投資規模 200 万シンガポールドル（約 1.5 億円））では、国内企業で

ある ST エレクトロニクスが落札して、事業を実施している71。このほか、シンガポール

における水分野での ICT の活用例としては、無線データ伝送によるリアルタイムモニタリ

ング需給管理システム“WaterWise”72や、魚の動態の画像解析技術を用いた水質モニタリ

ングシステム FAMS73などがある。 

 

5.3 水道事業関連ビジネス 

5.3.1 市場規模 

 水問題解決に資するビジネスの全体の市場規模は不明であるが、いわゆる上下水道事業

を中心とする水ビジネス市場に限定すれば、世界全体で 2007年に 36.2兆円の規模があり、

2025 年には 86.5 兆円と 07 年比で 2.4 倍に増加すると予測されている（図表 12 参照）74。 

事業分野別の内訳を見ると、上水と下水の合計で 9 割近くを占めているが、海水淡水化、

工業用水・下水、再利用水の分野は全体に占める比率は小さいものの、今後の急成長が見

込まれている75。 

                                                   

68 WaterGEMS（http://www.bentley.com/ja-JP/Products/WaterGEMS/）と Bentley Water

（http://www.bentley.com/ja-JP/Products/Bentley+Water/?market=Geospatial）を組み合わせている。 

69 http://www.miya-water.com/ 

70 Netbase（http://www.crowderconsult.com/netbase-water-management-software/） 

71 http://www.stee.stengg.com/news/2011/07-01.html 

72 シンガポール政府と米国マサチューセッツ工科大学が共同設立した研究開発機関 SMART が開発し、

国内ベンチャーVinsenti が商業化（http://www.visenti.com/waterwiseNpub.html）。 

73 科学技術研究庁などが開発し、国内企業 Zweec にライセンス供与

（http://www.pub.gov.sg/research/Key_Projects/Pages/WaterQuality1.aspx）。 

74 水ビジネス国際展開研究会（2010）（http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g100426b01j.pdf） 

75 特に、海水淡水化分野が 2025 年に 07 年比 3.7 倍（1.2 兆円→4.4 兆円）、再利用水分野が同 20 倍（0.1

兆円→2.0 兆円）の増加が見込まれている。 

http://www.bentley.com/ja-JP/Products/WaterGEMS/
http://www.bentley.com/ja-JP/Products/Bentley+Water/?market=Geospatial
http://www.miya-water.com/
http://www.crowderconsult.com/netbase-water-management-software/
http://www.stee.stengg.com/news/2011/07-01.html
http://www.visenti.com/waterwiseNpub.html
http://www.pub.gov.sg/research/Key_Projects/Pages/WaterQuality1.aspx
http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g100426b01j.pdf
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図表 12 世界の水ビジネス（水道関連事業）市場の見込み 

 
（出所）水ビジネス国際展開研究会（2010）を基に富士通総研作成 

 

また、2025 年の市場規模を業務分野別に見ると、初期投資に関わる（素材・部材供給、

コンサル・建設・設計）分野が 48.5 兆円（56%）、管理・運営サービスに関わる分野が 38.0

兆円（44%）であった。 

水道関連事業に関してグローバルに企業が参入可能とされる民営化市場は、上水あるい

は下水のサービスを受けている人口ベースで見ると、2011 年には世界人口の 14%にあた

る 9.7 億人であり、2025 年には 16.7 億人（世界人口の 21%）にまで増加すると予想され

ている76。地域別に見ると、東南アジア、西欧、中東・アフリカ、北米、中南米の市場が

大きく、今後、南・中央アジア、中東・アフリカ、中東欧と北米において市場の増大が見

込まれている（図表 13 参照）77。 

民営化市場への参入企業については、2000 年代前半までは水メジャーと呼ばれた欧米 5

社が高いシェア（2001 年時点で 73%）を占めていたが、2011 年時点ではヴェオリアとス

エズの 2社だけとなっている。市場が拡大していることもあり、両社のシェアの合計は 30%

以下となっている。図表 14 に示したとおり、サービス人口で見ると、上位 10 社に国内市

場 100%での事業を行う中国やブラジルの企業 4 社が含まれている。また、上下水サービ

ス取扱量でもヴェオリアとスエズの 2 社が突出しているが、産業向けサービス主体のシン

ガポールのセムコープ（SembCorp）が取扱量 4 位（2,683 百万㎥/年）に位置しており、

上位 2 社同様に国外でのビジネス展開を主としている（国内サービス比率 6%）78。 

 

 

                                                   

76 Pinsent Masons Water Yearbook 2012-2013（http://wateryearbook.pinsentmasons.com/） 

77 日本については 2025 年の民営化率を上水 8%、下水処理 16%と予想している（2012 年は両者 0%）。 

78 産業向けサービス主体のため、サービス人口のランキング（図表 11）には入っていない。 
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図表 13 上下水道事業の民営化市場の現状と予測（人口ベース） 

 2012 2025 2012-2025
サービス人口  

増加率 
サービス人口 

（百万人） 
民営化率 

サービス人口 

（百万人） 
民営化率 

東南アジア   411.3 20%   642.0 27%  56% 

西欧   188.6 47%   226.7 55%  20% 

北米   106.7 23%   201.4 39%  89% 

中南米   102.1 21%   158.0 29%  55% 

中東・アフリカ    86.9  7%   227.7 13% 162% 

中東欧    39.9 12%    84.0 28% 111% 

南・中央アジア    20.0  1%   113.4  5% 467% 

オセアニア    12.5 36%    18.8 45%  50% 

合計   968.0 14% 1,672.0 21%  73% 

（出所）Pinsent Masons Water Yearbook 2012-2013 を基に富士通総研作成 

 

図表 14 上下水道サービス人口上位 10 社 

企業名 （国） 
サービス人口 

（百万人） 

国内サービス

比率 

上水供給量 

（百万㎥/年） 

下水処理量 

（百万㎥/年） 

上下水合計 

（百万㎥/年） 

ヴェオリア （フランス） 131.3  18% 6,475 7,100 13,575 

スエズ （フランス） 117.4  10% 4,484 3,189  7,673 

北控水務集団 （中国）  28.5 100%   159   969  1,128 

FCC （スペイン）  28.3  46%   677   496  1,173 

SABESP （ブラジル）  27.1 100% 2,045 1,486  3,531 

RWE （ドイツ）  18.3  72%  －  －  － 

ACEA （イタリア）  18.0  54% 1,254   935  2,189 

上海実業控股 （中国）  17.5 100% 1,053   995  2,048 

新創建集団 （中国）  16.1 100%  －  －  － 

アメリカンウォーター 

ワークス（米国） 
 16.0  98% 1,142   224  1,366 

（注）RWE と新創建集団の上下水取扱量は不明。 

（出所）Pinsent Masons Water Yearbook 2012-2013 を基に富士通総研作成 
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5.3.2 海外水ビジネスへの日本の取り組みと課題 

 日本政府も、市場拡大が見込まれている海外の水ビジネスへの日本企業の参画支援に取

り組んでいる。2009 年 7 月に、経済産業省内に水ビジネス・国際インフラシステム推進

室が設置され、2010 年 7 月には、海外の水インフラプロジェクトに関して官民連携によ

る海外展開に向けた取組を推進する「海外水インフラ PPP 協議会」が設立されている79。 

2010 年 4 月に発表された経済産業省の水ビジネス国際展開研究会報告書では、2007 年

実績の 10 倍超となる「2025 年に海外市場で 1.8 兆円獲得する」という意欲的な目標が設

定されている。日本政府は、この目標達成のための重点分野を、海水淡水化、工業用水、

工業下水、再利用水などの水循環技術としている。5.3.1 で述べたとおり、これらの分野は、

ボリュームゾーンの上下水関連分野と比べて市場規模は小さいが、今後の成長が見込まれ

るとともに、民営化が進み、日本に技術優位性が期待できるという判断である。 

このような水道関連事業を中心とした水ビジネスの海外展開は、前民主党政権下で策定

された新成長戦略においてインフラ輸出の柱の一つとして位置づけられていた。2012 年

12 月の政権交代後も、2013 年 1 月閣議決定の「日本経済再生に向けた緊急経済対策」に

おいて具体的施策の一つとして言及された「日本企業の海外展開支援等」の文脈に沿って、

水インフラの海外展開が支援されている。例えば、経済産業省では、①国際入札参加に必

要な事業経験の蓄積、②事業案件形成段階からの関与、③日本の高効率・省水型技術の実

証、④他の資源獲得と連動したプロジェクト実施、という観点から水プロジェクトの支援

を行っている（図表 15 参照）。 

 とはいえ、水道関連事業における日本企業の国際展開は決して容易ではない。その原因

の多くは、これまでの国内の上下水道関連市場の閉鎖的な体質に起因している。特に、設

備・工事を民間企業が担当して、水事業の運営は自治体が担当するという国内市場の体制

が、国際競争力を損ねる主因とされている。これらの企業・自治体を束ねて（公民連携プ

ロジェクトとして）海外進出を後押しするのが日本政府の戦略だが、1 社ですべて賄うこ

とができる水メジャーなど海外大手企業と比べて、資金力・運営ノウハウなどの点で劣っ

ている。日本の自治体は、水事業の管理・運営サービスの技術力が高いとされているが、

民間事業ほどにはシビアなリスク管理を伴うビジネスとして水事業を経営する経験に乏し

い。このため、海外の大手水ビジネス企業に比べると、交渉力・契約ノウハウが乏しいと

いわれている80。また、日本企業が有する最先端の技術に対する評価は高いものの、スペ

ックの柔軟性や費用の面で新興・途上国のニーズになかなか適合しにくく、十分な事業機

会を見出せていない81。さらに、韓国・中国などの新興企業の台頭は、欧米大手企業さえ

                                                   

79 http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004670/index.html 

80 例えば、ヴェオリアは、上海の下水処理事業参入の際に、市が一定量の下水収集義務を負う契約を行

い、契約不履行だったため、訴訟を起こして勝訴した。 

81 日本政府が建設したデモプラント「ウォータープラザ北九州」は、国内外から年間 2,500 人以上の見

学者を集めているものの、なかなか商談につながらないという悩みを抱えている。 

http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004670/index.html


29 

脅かしており、国際入札になると、技術力の有無に関わらず安値応札する新興企業に勝て

ないという事例が少なくない82。このため、水ビジネス関連の日本企業は、海外でのニッ

チな高品質市場への特化、国際入札の回避、国内の設備更新需要の期待というような消極

的な対応になりがちである。 

 

図表 15 経済産業省が支援する水プロジェクト案件 

目的 地域 事業者 内容 

事業経験

蓄積 

中国 三井物産、ハイフラックス 水事業（上水・下水・再利用水） 

中国・天津市 日揮、ハイフラックス 海水淡水化事業 

豪州 
三菱商事、日揮、産業革新機

構、マニラウォーター 
水事業会社（UUA）買収 

チリ 丸紅、産業革新機構 水事業会社（Aguas Nuevas）買収 

案件形成

関与 

中国・内ﾓﾝｺﾞﾙ自治区 月島機械 下水処理事業 

フィリピン・マニラ 丸紅、マニラッド 都市の水インフラ改善事業 

ベトナム・ハノイ メタウォーター、ビワシン 上水事業 

ベトナム・ホーチミン 東洋エンジニアリング、大阪市 上水事業 

マレーシア 
住友商事、MMC、東京水道 

ｻｰﾋﾞｽ、東京都下水道ｻｰﾋﾞｽ 
都市の水インフラ改善事業 

サウジアラビア 日揮、水 ing、横浜ウォーター 都市の水インフラ改善事業 

カタール 三菱重工 都市のかん水淡水化事業 

カタール・ﾗｽｱﾌﾞﾌｫﾝﾀｽ 三菱商事、日立造船 海水淡水化施設増設事業 

技術実証 

北九州市、周南市 GWSTA ウォータープラザ 

中国・てん池 日揮 湖沼水質浄化事業 

ベトナム・フエ メタウォーター 高濁度河川水利用型水供給事業 

豪州・ｸｲﾝｰｽﾞランド州 JFE ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ、野村総研 分散型水資源供給事業 

オマーン 日立ﾌﾟﾗﾝﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰ、双日 
難処理性廃水再利用型水循環事

業 

UAE・ﾗｽｱﾙﾊｲﾑ首長国 GWSTA 小規模分散型水循環事業 

サウジアラビア 千代田化工建設 省エネ型造水システム事業 

資源獲得

連動 
アルゼンチン 三菱ﾏﾃﾘｱﾙﾃｸﾉ、豊田通商 資源開発権確保連動水事業 

（注）下線は海外事業者。 

（出所）海外水インフラ PPP 協議会資料を基に富士通総研作成 

 

 

  

                                                   

82 新興企業の中には、落札したものの技術力が乏しいためにプロジェクトが途中で頓挫するケースも多

いが、母国政府が介入して、完成までの追加資金を要求するという強引な交渉を行う例もある。 
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6 おわりに 

 

 2013 年は国連国際水協力年である83。水資源管理を巡る課題やさらなる協力の可能性に

ついて、国際社会の関心を喚起するための普及啓発事業が重点的に行われることになる。

グリーン経済との関連で見れば、リオ＋20 の成果を受けて、持続可能な水資源開発に向け

た様々な取り組みが推進されることになる。海外に比べれば日本国内では水問題に対する

関心が高くないとはいえ、多くの日本企業は、効率的な水利用や水質保全のための取り組

みを行ってきており、水道事業関連技術も世界でトップクラスである。水問題の解決が求

められるなか、日本企業が水問題への対応力を国際競争力向上につなげていく潜在的な能

力は高いはずである。これまで述べてきたように、企業自身が、水問題を重要な社会課題

として認識し、戦略的なリスク対応とビジネス機会の模索に向けた取り組みを通じて企業

競争力向上を図ることが望まれる。 

企業自身の取り組みに加えて、今後、重要性が増すのが、水ビジネスを成長産業にする

ための政府の支援のあり方である。海外展開を図ろうとする日本の水ビジネス関連企業か

らは、政府のさらなる支援強化を期待する声が多い。逆に言えば、政府の積極支援なしで

は、海外展開は相当困難と認識されているということである。特に、自治体が保有する水

事業の管理・運営ノウハウを国際市場でも収益を挙げられるビジネスに仕立てていくため

には、政府の主導が欠かせない。国内市場でも、水道施設の効率運営のための広域管理や

民間委託の動きが出始めているが、2012 年 4 月からヴェオリアの日本法人が松山市の浄

水場の運転業務等の民間委託を受けることに成功したという事例も、国内企業の競争力の

脆さを示唆している84。国際的に水道事業の民営化が進み、それらの民営化企業を中心と

した国際的な水ビジネス市場の獲得競争が激化する中、日本の水ビジネスを育成し、競争

力強化を図るためには、公営企業中心の国内の水インフラ事業のあり方を含めた検討が必

要になるかもしれない。さらには、水インフラだけでなく、エネルギーインフラや他の社

会基盤と合わせて、経営効率化と各種資源の安全保障が両立する総合的なインフラ運営・

管理事業のあり方に検討を発展させることも考えられる。このような総合インフラ型の持

続的なビジネスモデルの構築には、ICT の有効活用がより重要となるのではないか。 

国際的な社会課題である水問題への対応の要請を契機として、グリーン経済の実現に寄

与する社会モデル・ビジネスモデルを提示し、日本の競争力強化につなげていけるかが、

政府と産業界の双方に問われている。本研究では、水問題解決に資する日本企業の戦略的

検討の考え方を中心に概観してきたが、日本の国際競争力を見据えた水インフラビジネス

の将来設計の詳細検討については、今後の研究課題としたい。 

  

                                                   
83 http://www.unwater.org/watercooperation2013.html 

84 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/josuido/info/suidoujigyou.html 

http://www.unwater.org/watercooperation2013.html
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/josuido/info/suidoujigyou.html
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