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地球温暖化の影響は 
すべて 

“水の姿となって 
我々の前に現れる” 

台風１１号襲来 ２０１４年８月 豪州 干ばつと洪水が同時に襲来 



COP21/パリ協定 
• 国連気候変動枠組条約第１２回締約国会議 ２０１５
年１２月１２日 １６０カ国首脳参加 

• パリ協定：２０２０年以降の温暖化対策の枠組みを正
式採択 

 

長期目標：今世紀末に人間活動による 

         温室効果 ガス排出ゼロ目標 

気温上昇：２度未満に 

目標：５年毎の見直し 

資金援助：先進国が主導だが途上国の自主努力 

損失・被害の救済、国際検証の仕組み 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKperAh93MAhWHjJQKHbnZBbYQjRwIBw&url=http://www.excite.co.jp/News/society_g/20151214/Hazardlab_11709.html&psig=AFQjCNFx-v1JCjJL0sZmW2ym10K5h2IiVQ&ust=1463435311410412


パリ協定/主要国の削減目標 
主要国名 GHG排出量 削減目標 GHG排出量

シェア 
（２０１０年） 

日本 ２０３０年までに、２０１３年比でGHG排出量を 
２６％削減 

3％ 

EU ２０３０年までに。１９９０年比でGHG排出量を 
４０％削減 

10％ 

アメリカ ２０２５年までに、２００５年比でGHG排出量を 
２６～２８％削減 

14％ 

中国 ２０３０年までに国内総生産（GDP）当たりのCO
２排出量を０５年比で６０～６５％削減 

22％ 

インド ２０３０年に２００５年比、GDP当たりの排出量を 
３３～３５％削減 
 

6％ 

２０２５年度までに先進国は１０００億ドルを拠出する目標が設定された 



先進国/水資源とエネルギー問題 

• 米国カリフォルニア州 水関連で総電力の 

  １９％が水輸送、水処理に使われている 

 

・ 各国の総電力需要に占める 

  水の輸送・処理で使われる電力割合 

   ー 米国全国平均：４％ 

   － 英国： ３％ 

   － EU平均： １％ 

省エネが決め手！ 



国内/水の輸送と処理に関わる 
温室効果ガスと総電力量 

年間処理 
水量 

CO2量 

（総量に占
める割合） 

総電力量 

（総量に占
める割合） 

上水道 161億ｍ３ 424万ｔ 
（0.33％） 

86億ｋWh 
（0.86％） 

下水道 140億ｍ３ 627万ｔ 
（0.5％） 

70億ｋWh 
（0.7％） 

＊１：総排出量 12億7600万トン（２０１２年度,環境省） 
＊２：総電力量：約１兆ｋWh/年 

合計：１．５６％ CO２総量に占める電力割合 
・上水道：９６％ 主にポンプ動力 
・下水道：５６％ 



水インフラへの 
投資は？ 



世界における水インフラへの投資額 
（２００５～２０３０年） 

EU  
 4.82 兆ドル 

North 
America  

3.62兆ドル 
 

Latin 
America 

4.97兆ドル 
 

Asia-Oceania 
9.04兆ドル 

Middle East  
0.23兆ドル 

Africa 
0.23兆ドル 

OECD & DOC estimated 



アジア各国の環境規制と 
水ビジネスチャンス（２０１５） 

• 中国  【人口、  ＧＤＰ、  経済成長率】 

      （１３．８億人、１０兆ドル、７％ ） 

• インド （１２．４億人、 ２兆ドル、６．５％ ） 

• タイ   （６６００万人、３８５０億ドル、２．９％） 

• ベトナム（８９７１万人、１７００億ドル、５．４％） 

• ミャンマー（５２００万人、５５３億ドル、６．４％） 

 

 

日本：1億２７００万人、４．９２兆ドル、１．６％ 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_India.svg


地域別・上下水道ビジネスの伸び 

東アジア 

北米 

欧州 

中東/アフリカ 

中南米 



アジア地域のインフラ需要 

• ２０２０年までに８兆ドル（９６０兆円）に！ 

セクター 新規建設 更新需要 合計 

エネルギー（電力） 3,176,437 912,202 4,088,639 

通信 
（移動体、固定） 

325,353 730,304 1,055,657 

交通輸送 
（空港、港湾、 
 鉄道、道路） 

1,761,666 704,457 2,466,123 

水・公衆衛生 
 ・衛生 
 ・水道 

155,493 
（107,925） 
（47,568） 

255,797 
（119,573） 
（106,224） 

381,290 
（227,498） 
（153,792） 

  合 計 5,418,949 2,572,760 7,991,709 

アジア開発銀行資料 単位：百万ドル 
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東南アジア・水ビジネスチャンス 

• 経済と水環境 

  ・急激なる経済発展で水環境汚染深刻化 

  ・都市化による水不足、水災害多し 

  ・水資源は比較的豊富、しかし乾期は不足 

  ・中国に代わる世界の工場を目指す 

 （ベトナム、カンボジア、ラオス、インドネシア、インド） 

欧米より環境配慮型工場の要求 
途上国で環境規制強化の動き 
欧米、日系企業の進出 

ビジネスチャンス 
到 来！ 



アジア諸国の産業排水処理 
市場規模予測 

国名 ２０１０年推計値 ２０１６年予測市場 

中国 222億ドル ３９１億ドル 

マレーシア ２億ドル ４億ドル 

タイ ３億ドル ４億ドル 

ベトナム １億ドル ２億ドル 

インド ９億ドル １３億ドル 

韓国 ４億ドル ６億ドル 

日本 １８億ドル ２３億ドル 

Global Water Intelligence 2010.3 report 
 

世界全体市場の伸び： ２７９億ドル（２０１０年） －＞ ３９１億ドル（２０１６年） 

   １．４倍に進展 



アジア諸国の水処理機材・資材 
の市場規模予測 

国名 ２０１０年推計値 ２０１６年予測市場 

中国 １８２億ドル ２９６億ドル 

マレーシア ４億ドル ８億ドル 

タイ ４億ドル ６億ドル 

ベトナム １億ドル ２億ドル 

インド １８億ドル ３２億ドル 

韓国 ３４億ドル ４４億ドル 

日本 １０４億ドル ８６億ドル 

Global Water Intelligence 2010.3 report 
 

世界全体市場の伸び： １０９８億ドル（２０１０年） －＞ １５９２億ドル（２０１６年） 

   １．４５倍に進展 

機材：ポンプ、膜、パイプ、薬品など 



水環境、アジア諸国８割が 
危機的状況（アジア開発銀行） 

• アジア太平洋地域 ４９カ国調査（２０１３年報告） 
１）生活用水 
２）工業・農業用水 
３）都市インフラ 
４）河川環境 
５）災害耐性 
 
改善には、１３００億ドル（約１４兆円）投資が必要 

一方、２０１１年アジアの洪水被害額：６１０億ドル
（６．７兆円）に達した 

５点満点で各項目を評価 
インドや中国など３７カ国 
で評価２以下であった 
アジアでは６割の家庭が安全な 
水道水供給を受けられていない 
 
“水の安全保障が 
危機的状況に直面している“ 



国連防災世界会議で日本が 
４０億ドル支援表明 
（２０１５年３月１４日 仙台市） 

【安倍晋三首相が開催国代表として演説】 

今後４年間で総額４０億ドル（約４８００億円）
の国際支援と、防災の政策作りを担う 

４万人の人材育成を表明した 



日本政府ODA枠“２０兆円に”倍増 

• ５月２３日 経協インフラ戦略会議で表明 

• 主要国首脳会議（伊勢志摩サミット）で国際公
約・・・・質の高いインフラ輸出を目指す 

• アジアインフラ投資銀行（AIIB)に競り勝つた
めにODA手続きや規制緩和策打ち出す 

• ユーロ建ても解禁（アフリカ向け） 

• 手続きから実施まで ５年からー＞１．５年に 

• インフラ受注目標３０兆円（２０２０年） 

重要案件 
鉄道、エネルギー、橋梁、宇宙、防災、水分野（上下水道、飲料水） 



他国と異なる水戦略 

• 東南アジアの中小都市の水循環システム
（気象予報、水の統合管理、上下水道、工
場排水、農業用水、汚泥資源化など） 

• 新興国の工業団地向け水循環システム 

  （工業用水、純水供給、排水リサイクル） 

• 過去のODA援助国狙い 

  （トレーニングセンター、資金・技術供与） 
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信頼でき、逃げない日本をアピール 
相手国と共に歩む姿勢が大事 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_Japan.svg


規模別に攻略せよ！ 

• 都市部向け 

   集中処理型 大小規模 浄水場 

   配管網管理 クラウドITによる制御管理 

• 農村向け 

   分散型 小規模 格安IT管理 

• 山岳、遠隔地向け 

   小型分散（仮定置、車載式） 格安IT管理 



世界で戦える人材とは 

• グローバルな情報収集能力と対話能力 

  人種、文化、宗教を問わない対話能力 

• プレゼン能力（日本語、英語、現地語） 

• リーダーシップ （哲学、行動力） 

• グループ対話で統率力を発揮 

• 豊かな発想能力・実行力 

  先輩の築いた“もの作り” 

  にＩＴ戦略で加速せよ！ 
20 



グローバル特攻チーム編成 

 グローバル人材とは？ 

 ①どこでも寝られる、②なんでも食べられる、 
 ③誰とでも友達になれる！！ 
 
 ・ 鷹揚で、根が明るい 
 ・ いままで虐められてきた人 
 ・ 精神的に若く、行動力のある人 
 
 
・ 6/15-6/17 Aquatech China (上海） 
・ 6/19-6/22 AWWA (全米水道協会） シカゴ 
・ 7/10-7/14 SIWW（シンガポール）国際水週間 
・ 10/9-10/14 IWA（豪州、ブリスベン） 
     現場を見て考えさせる！！ 
 

 世の中を知るチャンスを与える 



日本はトップではない！ 
アジア・太平洋地域における 

国別の水安全評価 
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水安全 
総合評価 

生活用水 工業・農
業用水 

都市イン
フラ 

河川環境 水災害 
耐性 

ニュー
ジーランド 

４ ５ ４ ４ ４ ３ 

豪州 ４ ５ ３ ３ ４ ４ 

シンガ
ポール 

３ ５ ３ ３ ２ ４ 

日本 ３ ５ ４ ２ ２ ３ 

中国 ２ ３ ４ ２ ２ ２ 

タイ ２ ３ ３ ２ １ ２ 

ベトナム ２ ３ １ １ ２ ２ 

インド １ １ ３ １ １ ２ 

5段階評価：アジア開発銀行（Asian Water Development Outlook 2013)より抜粋 
 



“水処理の研究開発・大学トップ１０” 
順位 大学名 所在地 研究内容 

1 シンガポール国立大学 シンガポール 膜技術、海水淡水化、再生水 

2 シンガポール南洋理工大学 シンガポール 膜技術、海水淡水化、再生水 

3 デルフト大学 オランダ 水インフラ、上下水道 

4 ＵＣ・デービス校 米国 飲料水、再生水 

5 ワーゲニンゲン大学 オランダ 栄養塩類除去、水インフラ 

6 チューリッヒ工科大学 スイス 飲料水、水インフラ 

7 光州科学技術院 韓国 脱塩処理 

8 ペンシルヴェニア州立大学 米国 膜処理技術 

9 清華大学 中国 上下水道、再生水 

10 ウォータロー大学 カナダ 水インフラ 

Top 10 Academics and Institutions in Water Research 2013 
By Lux Research,  Boston, MA   -April 30,2013- 



日本の課題解決は“水活用だ” 

• COP２１：温暖化ガス －２６％ 削減 

• TPP交渉：食糧自給率の向上 

• 地域創生： 

     地域に雇用と新産業創出 

・国土強靭化： 水の管理 
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水、食料、エネルギーは三位一体 

水 

食料 エネルギー 

水の浄化 
海水淡水化 

水力 
発電 

仮想水 
取引権 

農業用水 
灌漑・散水 

バイオマス燃料 

食料生産 



民設民営による下水汚泥による 
ＦＩＴ発電事業が加速 

• 下水道分野のＦＩＴ発電が急速な広がり 

• 自治体のリスク提言、速やかな事業展開 

 

   広域化により、汚泥の集中処理が加速！！ 

事業者 事業個
所 

割 合 

下水道管理者 １３カ所 36.1％ 

民間/ＰＦＩ事業 ４カ所 11.1％ 

民間/民設民営 １９カ所 52.8％ 

ＦＩＴ消化ガス発電の発電事業者割合 

出展：公共投資ジャーナル社 下水道情報調べ平成２７年６月末現在 



農業/国内のリン資源の現状 

国土交通省・下水道部「食と下水道の連携」 平成２７年７月 



神戸市・リン回収実証プラント 

国土交通省 2012 B-DASHプロジェクト  
国土技術政策総合研究所 実証プラント 

写真提供：水ing株式会社 



○佐賀市は、地域資源と下水汚泥を用いて肥料を製造するとともに、海苔が生長す
る冬季に栄養塩を多く含んだ処理水を供給する運転を行い、食と下水道の連携に
よって、地域の資源循環に貢献 

アスパラにつ
いて、うま味・
甘み（アミノ
酸）等の成分
が増加傾向
との報告が
有 

汚泥の活用（肥効特性） 

処理水の活用 

海苔養殖に
配慮し、成長
期の冬に栄
養塩を多く供
給 

 

うまみ酸味 

 

甘み 

佐賀市資料 

アスパラのアミノ酸含量
（mg/dl） 

ちゃんとした野
菜の味がする、
甘い、調理後も
しっかり形が残
ると、好評（イタ
リア料理店マス
ター） 

害虫からの免疫
力が向上した、農
薬の使用量が半
分以下に減った
（農家コメント） 

佐賀市の取り組み概
要 

汚泥 

処理水 処理水 

堆肥 

作物等供
給 

生活排水等 
下水 
処理場 

下水汚泥の 
堆肥化施設 

消費者 

生産者 
（農家・漁業

等） 

地域の食品工場で発
生する副産物を混合
し発酵促進を図ること
で、堆肥の品質が向
上 

高温発
酵 

地域の資源循
環 

地産地消に貢
献 

堆
肥 

次世代を担う
地域の子供
達と 

栽培・収穫 
 

定期的な農業
勉強会の開
催 

スッポ
ン 

海苔 

アスパラ 
キャベ
ツ 

玉葱 

ジャガ 

イモ 

丸ごとローストした玉ね
ぎは「一回使うと他の食
材が使えないほど甘い」。 
イタリアンレストラン “ピッツェ
リアロータス“ （福岡市中央
区） 

レストランオーナー 

生産者 

大きく育って驚いた。
甘くておいしい健康野
菜を食べてみて下さ
い。（佐賀市資料より） 

ﾊﾞｲｵｶﾞｽ中のCO2等を
活用したﾐﾄﾞﾘﾑｼの培養
実証 

【佐賀市】食と下水道の連携について～ＢＥＳＴプラクティス～ 
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国土交通省・ＢＩＳＴＲＯ下水道～レシピブック Ｖｅｒ ２．０より 



“COP21/パリ協定は水ビジネス勝機” 
まとめ 

各国のGHG削減目標に省エネ提案 

日本資金（ODA,防災）の活用 

世界で通じる人材育成 

世界と日本の課題解決は水活用だ 

  常に“水・エネルギー・食料”の 

     三位一体で考える 

ライン川（２０１５年） 



安全な水なくして未来なし 
No safe water, No future 

御清聴深謝 

Thank you for your attention 

 

 

吉村 和就 

Kazunari YOSHIMURA 

Questions & Comments are welcome to 

http://gwaterjapan.com 


