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21 世紀 水倶 楽部理 事長

開 会挨 拶

亀田 泰武

21 世 紀水 倶楽 部で 理事 長を 務めて おり ます亀 田で す。
本日は 、お 寒い 中、 この 研究集 会に ご 参加い ただ きま して あり がとう ござ い ます。
昨年末 、中 東の ドバ イへ 旅 行し てま い りまし た。 仕事 では なく 私的な 旅行 で 、写真 をた
くさん 撮り まし た。 ドバ イは近 代的 な 都市で 、海 水淡 水化 も積 極的に 進め て います 。水 道
水を飲 んで みま した が、 その味 は日 本 と変ら ず、 味付 けを して いるよ うで す 。また 、下 水
処理水 の灌 漑な どへ の循 環利用 が進 ん でいま す。
さて、 今日 は日 本下 水道 事業 団の 村上 理事、 当倶 楽部 会員 の内 田さ ん、 そし て、 NEDO
の斎野 主査 をお 迎え して 、海外 の水 再 生・循 環利 用に つい てご 講演を 頂き 、 意見交 換を 行
う予定 です 。皆 様に とり まして 、実 り あるも のに なる よう 願っ ており ます 。
２

「 膜技 術を 巡る 海外 の状況 と JS の国際 展開 」
日本下 水道 事業 団理 事

村上孝 雄

今日の 講演 では 、 6 つの テーマ につ い てお話 した い。 まず 、ろ 過膜の 種類 や 用途に つい
て、次 に、水 処理 膜の 市場 につ いて、3 つ 目が MBR の 普及 状況 と再利 用動 向につ いて 、 4
つ目が 標準 化の 動向 につ いて、5 つ目 が JS の 国際 展開 支援 につ いて、最後 に、今 後の 課題
と展望 であ る。
MBR の 分 類 と して は 、 大き く 浸 漬 型 と槽 外 型 があ る 。 浸 漬型 に は さ らに 一 体型 と 別置
型があ り、 日本 では 一体 型が多 い。
MBR の 普 及 地 域 と し て は 北 米 が

MBRの世界市場

33％、 欧州 が 25％、中 東 が 25％ 、ア
ジ ア が 28％ で あ る 。 用 途 と し て は 下
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率が予測されている。欧州における
MBR の 導入 理由 を見 る と、 省ス ペー
ス、高度な処理水質が大きな理由と
なって いる 。特 に、 EU 重要 水域 にお
る。

出典：“Key elements and bottlenecks of the membrane bioreactor (MBR) process for advanced wastewater treatment” (2011)
Prof.TorOve Leiknes, CSWEA Education Seminar
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MBR の 世界 市 場

ける厳 しい 放流 水質 基準 の設定 が大 き なイン セン ティ ブに なっ ている と考 え られる 。
今後大 きな 伸び が期 待さ れる中 国で は 、2012 年 から第 12 次 5 カ年計 画が 始 まり、国家
方針と して 、
「 環境 危機 」が大き な問 題 となっ てお り排 水処 理も 重要な 課題 で あり多 くの 設
備投資 が必 要で ある こと 、排 水基 準を 国家 1 級 A に する にあ たり 多く の技術 開発が 必要 で
あり、 膜の ニー ズが 大で あるこ と、 排 水再利 用率 を 10％よ り 40％に 高め る こと等 が述 べ

られて いる 。
欧州に おける MBR の標 準化 では 、ド イ
ツの Frechen 教授が 議長 とな って CEN が
主体 で進 めら れて おり 、 CWA15897 合意
書とし て取 りま とめ てい る。こ の中 で は、

JSの特長を活かした国際展開支援
下水関連研修の充実
• JS創設以来38年間、延べ
57,000人を超える研修実績
• 自治体の下水道担当者を中
心に下水道技術の向上、養
成に寄与
• 下水道関連研修施設を有す
るのは国内ではJSのみ

浸漬型 MBR を 対象 に、特 に、膜 分離 槽別
を持た せる ため の考 慮が 列記さ れて い る。
図－ 2 は JS の 考 えて いる国 際展 開を わ

プロジェクトマネジメント制
を導入。きめ細やかな品
質・工程管理を実現

• JICAを通じた累計８０名以上
の職員派遣による技術支援
• 海外水インフラPPP協議会、
GCUS等国際関連協議会の構
成メンバーとして参画
• IWA国際会議、国際標準化会
議等へ委員として参画
• ベトナム、サウジアラビアで開
催された官民共同ワーク
ショップの一員として参画
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我が国の下水道普及を支えて
きた100種以上の多様な基準類
大規模から小規模まで国内の
１４００箇所もの処理場を建設
国内外で多くの特許取得

海外向けの技術評価

かり易 く示 した もの であ る。 JS では これ
までの 研修 実績 、国 際協 力実績 、技 術 力、

までライフサイクル全体に
わたるサポート体制
公共調達機関として初めて

アセットマネジメント
データベースの構築

置型の メリ ット が強 調さ れてお り 、互 換性

国際協力実績
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エネルギー化技術 膜処理技術の実用化
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JS の 特長 を活か した 国際展 開支 援

そし てこ れま で養 って きた 経験 とノ ウ ハウ を結 集し て、 日本 の海 外水 ビジ ネ スの 支援 を積
極的に 行っ てい きた い。
日 本の 下水 道技 術は 世界 トッ プク ラ スで はあ るが 、世 界が 認め てく れて い るか はか なり
疑問で ある 。2011 年 10 月に ドイ ツで 開催さ れた IMF の国 際膜 技術 会議 では 、韓国 から の
参加者 が 31 人 、口 頭発表 者 が 8 人、 中国か らは 参加 者 21 人、 口頭 発表 者 11 人で あっ た
が、わ が国 から は参 加者 14 人、 口頭 発表者 ３人 と、 さび しい 状況で あっ た 。最近 は、 民
間企 業だ けで なく 、自 治体 や公 的機 関 の国 際展 開が なさ れて おり 、技 術の 国 際規 格化 への
参加も 進展 して いる が、 もっと 世界 に 向けた さら に積 極的 な情 報発信 が必 要 であ る 。
３

「 カリ フォ ルニ ア州 南部沿 岸地 域 の下水 道と 水資 源・ 水環 境問題 」
21 世 紀水 倶楽 部会 員

内田 信一郎

表題 はこ のよ うに なっ ている が、
「処 理水 1m3 の再 利用は 水資源 1m3 を節 約する 」とい
うわか りや すい 言葉 があ ったの で、 こ れを副 題に して いる 。
本日 は、 4 つ のテ ーマ でお話 した い 。カリ フォ ルニ ア州 南部 沿岸地 域の 概 要、下 水道 の
整備状 況、 下水 処理 水の 再利用 状況 、 そして 、最 後に 再利 用の 課題等 につ い てであ る。
カリ フォ ルニ ア州 南部 沿岸地 域と い うのは 、ロ サンゼ ルス 市を 中心 に、ロ サ ンゼル ス郡 、
オレン ジ郡 、サ ンデ ィ エ ゴ郡で ある 。 気候的 には 地中 海式 気候 で、雤 は尐 な く、夏 は涼 し
く、冬 は暖 かい 地域 で非 常に過 ごし や すい。 この ため 、人 口が 増加し てお り 、水資 源開 発
には古 くか ら取 組ん でき ている 。導 水 路とし ては 、1970 年 に州 が建 設し たカ リフォ ルニ ア
導水路 （ 約 8m3/秒）、 1913 年 ロ サン ゼルス 市が 建設 した ロサ ンゼル ス導 水 路（ 約 13m3/
秒）、 1941 年連 邦が 建設 した コロ ラド 川導水 路（約 48m3/秒）が ある 。こ の 内、コ ロラ ド
川から の導 水量が 2003 年 から 50％ 削 減され てお り、代 替の 水資 源開 発が 進め られて いる 。
水資源 の管 理と して は、 カ リフ ォル ニ ア州水 資源 局が 量的 な管 理、南 カリ フ ォルニ ア都 市
圏水資 源公 団が 浄水 処理 と上水 販売 等 と Water Bank の管 理、 地域の 水道 公 社等が 配水 と
高度下 水処 理水 の再 利用 、 オレ ンジ 郡 下水道 （管 理） 組合 は下 水処理 水の 再 利用 等 を担 っ
ている 。Water Bank とは地 下ダ ムの ことで 、地 下浸 透地 が 5～ 6 ヶ 所あり 、貯水 量 6～ 7
億 m3/所で ある 。

表－1 三次処理水再利用先の分類と実績

ロサ ンゼ ルス 市最 大の ハイ ペリ オン 下
水処理 場（処 理能 力約 130 万 m3/日 ）で
は、二 次処 理水 を場 内で約 8 万 m3/日 、
場外で 西部 地域 水道 公社 が約 11 万 m3/
日を 高度 処理 して 再利 用し てい る。 ロ サ
ンゼル ス郡 には 下水 処理場 1 ヶ 所と 10
ヶ所 の下 水再 生処 理場 があ る。 再生 水 の
用 途 （ 表 － 1） と し て は 、 公 園 、 ゴ ル フ
場、農 場な どに 約 14 万 m3/日 利用 さ れ
ており 、 4 ヶ所 の地 下水涵 養施 設か ら 約

（ロサンゼルス郡: ２００９年度）
①
②
③
④
⑤
⑥
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

公園 (１０３ か所)
ゴルフ場 (２２ か所)
学校 (１０１ か所)
道路中央分離帯 ( １０４ か所)
公共施設 （ ２５ か所）
商業施設 （ １７９ か所）
育苗センター （２１ か所）
墓地 （ ７ か所）
住宅地域内 （１７ か所）
教会 （ １０ か所）
工場等 （２０ か所）
農場 （ １１ か所）
環境保護 （１ か所）
小計
⑬ 地下水涵養 （ ４ か所）
合計

１３６００ｍ３／日
１５０００ｍ３／日
６３００ｍ３／日
３２００ｍ３／日
４５００ｍ３／日
３４００ｍ３／日
６１０ｍ３／日
４２００ｍ３／日
９５０ｍ３／日
１５０ｍ３／日
１０７００ｍ３／日
４９９００ｍ３／日
２６０００ｍ３／日
１３８５００ｍ３／日（４２％）
１８９８００ｍ３／日（５８％）
３２８４００ｍ３／日

19 万 m3/日地 下浸 透さ れて いる 。南 オ レ
ンジ郡 下水 道公 社（約 14.3 万 m3/日 ）で

表－２ 節水装置設置時のキャッシュバック

は、約 4.6 万 m3/日が 再利用 され てい る。
サン ディ エゴ 郡で はサ ンデ ィエ ゴ都 市 圏
が 下 水 道 事 業 を 担 っ て お り 、 ノ ー ス ﾍ ﾞｲ
下水 再生 場で は酸 素注 入嫌 気好 気法 ＋ ア
ンス ラサ イト ろ 過＋ 電気 浸透 法 ＋ UV 消
毒を行 い、約 12 万 m3/日 を再 利用 し て
いる。
市民 への 節水 意識 啓発 のた めに アー バ
イン ラン チ上 下水 道局 では 、節 水装 置 設

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

（アーバインランチ上下水道局）
高い節水型洗濯機：
３３５００円／台
高効率回転散水ノズル：
８００円／個
天気予報連動灌漑装置：
６０００円／台
高効率水洗便器：
１５０００円／台
水量がゼロに近い便器：
３００００円／台
コンピュータ制御灌漑設備：
２５００円／機
電導度付空調機：
６２５００円／機
その他、多数あり。

● キャシュバック資金はオレンジ郡水道局と地域水道公
社や水道企業体

置時の キャ ッシ ュバ ック 制度（ 表－ 2）
を設け てい る。 例え ば、 高い節 水型 洗 濯機を 購入 す る と約 33,500 円/台の キ ャッ シ ュバ ッ
クが受 けら れる 。
カリ フォ ルニ ア州 は人 口増加 地域 で 、様々 な水 資源 の確 保や 節水対 策を 行 ってい るが 、
それで も水 不足 が懸 念さ れてお り、 農 業用水 の水 利権 の一 部転 用や海 水の 淡 水化も 進め ら
れてい る。 そうし た中 で再 利用 の課 題 として は、 処理水 の TDS が 高い こと 、 MF 膜や RO
膜での 処理 コス トと 再生 水供給 管の 建 設コス ト、 トイ レか ら蛇 口への 心理 面 、 微量 有害 物
質の地 下滞 水層 への 蓄積 等が挙 げら れ る。
５「 NEDO の 海外 水再 生支 援」
（独） 新エ ネル ギー ・産 業技術 総合 開 発機構

斎 野秀 幸

本日 は 21 世紀 水倶 楽部 主催の 研究 集 会講師 とし てお 招き 頂き ありが とう ご ざいま す。
まず、 NEDO の海 外水 再生 支援 の背 景 を簡単 に紹 介し たい 。世 界の水 需要 は 、 2025 年に
は 2000 年 に比 べて 約 3 割増加 する と 予測さ れて いる 。こ のた め、水 ビジ ネ ス市場 の成 長
が見込 まれ 、特 に、 中国 、サウ ジア ラ ビア、 イン ド、 スペ イン が注目 され て いる。 世界 の
主要プ レー ヤー とし ては 、水メ ジャ ー といわ れる フラ ンス のヴ ェオリ アと ス エズが 有名 で
あるが 、近 年、 シン ガポ ールの ハイ フ ラック スや 韓国 のド ゥー サン等 が注 目 されて いる 。
それに 比べ てわ が国 の企 業はサ ブ・ コ ントラ クタ ーと して の機 器納入 や装 置 建設等 が主 体
で、影が 薄い。NEDO とし ては、運営・管理を 含む プラ イム コン トラ クター として 本邦 企

業の海 外市 場へ の早 期参 入支援 と将 来 の競争 力強 化を 図っ てい る。
NEDO で は 、省 水型・環境 調和型 水循 環プロ ジェ クト を推 進し ており 、水資 源管理 技術
研究開 発と して 日本 国内、中国 、UAE、オー スト ラリ ア、シ ンガ ポー ル、オ マーン で実 証
研究を 行っ てい る。 図－ ３は北 九州 市 のウォ ータ ープ ラザ 北九 州で実 施さ れ ている 海淡 ・
下水再利用統合システムの概要を示してい
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ような 中央 集約 型処 理で はなく、居住 区であ
るレイバーキャンプ毎に分散して排水処理
を行い、その 処理 水は 近く の工業 エリ アで使
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(2)UAEにおける小規模分散型水循環

実証プラント全体図

給水タンカー

用する とい うモ デル を想 定して いる。中東で
は排水を橙色のタンクローリーで輸送して
いるが、中央 集約 型処 理で は輸送 距離 が長く

ROﾕﾆｯﾄ

コスト がか かっ てい たが、分散型 処理 にすれ
ば経済 性も よく なる と想 定され る。

MBRﾕﾆｯﾄ

これ から の水 ビジ ネス では、設 計・調 達 ・
建設か ら事 業の 運営・管理 まで 関与 し 、プロ

MBRユニット
500m3×4系列

水循環のフロー

ROユニット
500m3×3系列
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ジェク トを 一貫 して 行う ことを 目指 さ なけ
ればな らな いが 、そ れは なかな か困 難 である 。そ こで 、こ れま での事 業範 囲 から、 まず は
尐しで も範 囲を 広げ た分 野への 展開 を 目指し たり 、あ るい は 海 外企業 の買 収 等を通 じて 、
従来よ りな るべ く広 い範 囲をカ バー し た事業 展開 を目 指し たり するこ とが 必 要では ない だ
ろうか 。
６

意 見交 換

司会

21 世 紀水 倶楽部 理事

渡部 春樹

（司会 ）村 上氏 への 質問 を最初 にお 願 いした い。
（Q１） MBR の ラン ニング コス トは ど うか、 また 、 MBR の EU に おけ る標 準化の 動向 に
どのよ うに 対処 して いく べきか 。
（村上 ）ラン ニン グコ スト につ いて は 、H15 の 技術 評価 の時 点では 電力 消費 は OD 法と 同
程度、 膜の 交換 費が 尐し 高くな ると い うこと であ った 。現 在 10 数年 膜を 交 換せず に使 用
してい るイ ギリ スの 初期 の事例 の実 績 も出て きて いる し、電 力消 費 も 1ｍ 3 た り 0.5kWh 程
度の実 績値 がで てい るの で、 OD 法 に 比べて も遜 色の ない とこ ろまで 来て い るので はな い
か。
MBR の欧 州規 格に つい ては 現在 CEN（欧州 標準 化委 員会 ）に おいて 、強 制 力のな いス
テート メン トの CWA（ CEN Workshop Agreement） の段 階と なっ ている 。 WS の座 長で

あるド イツの Frechen 教授 によれ ば、これを 次の 段の ガイ ドラ インに した い という 意向 が
あるよ うだ が 、こ れが すぐ欧 州基 準あ るいは 世界 基準の ISO にな ってい くも のでも ない と
思う。
（Q２）EU で規 格の グレ ード を上げ て いくと いう 話に なっ た場 合は、日本 の 関与は どう す
るのか 。
（村上 ） EU 内 の基 準作 りの 話で ある ので、 日本 が直 接関 与で きる こと にな らない が、 世
界から の意 見も 積極 的に 聞いて いこ う という 姿勢 であ るの で、 日本の 意見 を 聞かな いと い
うこと では ない と思 う。 また、 細か い 規定を 作っ て他 を排 除し ていく とい う ことで なく 、
ユーザ ーの 側に 立っ て互 換性を より 助 長する よう な側 面も ある 基準作 りで あ ると理 解し て
いる。
（司会 ）次 に内 田氏 への 質問に 移る 。
（Q３）ロ スア ンジ ェル ス近 郊では 1970 年 代に サン フェル ナン ド地 震が あり 、わが 国の 地
震対策 にも 影響 があ った と理解 して い るが、 こう した リス クに 対して 、水 道 、下水 道の 設
備はど のよ うに 対処 して いるの か。
（内田 ）こ の辺 は活 断層 がいっ ぱい あ って地 下浸 透に も影 響が 出ると いう 話 は聞い たこ と
がある が、 そう した 問題 につい て 情 報 を把握 して いな い。
（司会 ）発 表の 中で 節水 装置を 入れ る とキャ ッシ ュバ ック があ るとい うこ と のよう であ る
が、そ の効 果は 如何 か。
（内田 ）発 表で 示し たよ うにア ーバ イ ンラン チ上 下水 道局 では 各節水 装置 の 設置に 対し キ
ャッシ ュバ ック を行 って いる。 ロス ア ンジェ ルス では 処理 人口 は増え てい る のに流 入下 水
量は横 ばい ある いは 減っ ている とい う 状況で ある 。こ れは 節水 が随分 と行 き 渡って いる 証
であり 、普 通の 家庭 では 洗濯機 、食 洗 器、水 洗ト イレ の 3 機種 は多く で節 水 型が導 入さ れ
ている 。キ ャッ シュ バッ ク効果 であ る かもし れな い。
（司会 ）そ れで は最 後に 斎野氏 への 質 問をお 願い する 。
（内田 ）海 水と 下水 の淡 水化で はど の ぐらい コス トの 差が ある のか。
（斎野 ）NEDO の 民間 プロ ジェ クト で はお金 の話 はな かな か難 しいと ころ で あるが 、大掴
みのと ころ、海水 の淡 水化は 1ｍ 3 当 た り 100 円、下 水は その 半分の 50 円と いうと ころ で
はない か。
（司会 ）通 常で は下 水の ブライ ンの 取 り扱い はど うな って いる のか。
（斎野 ）下 水 再 生水 化で でるブ ライ ン は放流 処分 が一 般的 であ る。今 回の 海 水淡 水 化と の
組合せ の例 では 海水 ブラ インの 希釈 水 として 用い てい る。
（内田 ）下水 再生水 化の 費用 に関 して は、オレ ンジ 郡の水 道局の GWRS の例 では 、下 水処
理水の MF、RO、促進 酸化 法のプ ロセ スで、補助 金が ある 場合で 39 円/m3( 1 ドル 100 円
換算)、浸 透地 に送 水し てリチ ャー ジす るポン プ代 を入 れる と 将 来的には 73 円/m3 とい う
値が示 され てい る。 ここ の場合 MF の ブライ ンは 下水 管放 流、 RO から のは 海域放 流で あ
る。
（司会 ）今 日の 主題 は海 外での 水ビ ジ ネスが 何故 進展 しな いの かとい うこ と で、こ れま で
市場を 獲得 でき なか った 理由を 探り た いと思 う。 村上 氏よ り発 表があ った が 、その へん の
ところ もう 尐し 詳し く説 明いた だき た い。
（村上 ） 54 番の スラ イド にも ある よう に、海 外水 ビジ ネス 市場 の予測 とし て 、全体 で 87

兆円の 大き な市 場が 予測 されて いて 、 下水処 理で も材 料、 設計 、建設 部分 で 21 兆 円、 管
理・運 営部 分 で 14 兆円 が予測 され て いるが 、管 理・ 運営 部分 も随分 と大 き くこれ が見 過
ごされ てき たと いう こと がある 。わ が 国が優 秀な 技術 を持 ちな がら市 場を 獲 得でき なか っ
た理由 とし ては 、海 外の 仕事は 要素 技 術 EPC と して の受 注に 特化し てき た ため、 一過 性
のもの にな るき らい があ った。 何故 こ うなっ てき たか とい うと 、わが 国の 公 共事業 では 設
計、施 工、 維持 管理 が分 離して 発注 さ れるの が普 通と いう こと で、特 定の 仕 事に特 化し た
会社が 出来 上が って おり 、トー タル の 仕事と して 請け 負う チャ ンスが 尐な か ったこ とに も
よって いる と思 われ る。 加えて 、ト ッ プセー ルス 、と くに 公的 機関に よる 後 方支援 不足 と
いうこ とが 挙げ られ る。
これか らの 方向 とし ては 、途上 国は 決 して各 個の 設備 、施 設が 欲しい とい う ことで はな
くて、 下水 道と いう サー ビス、 社会 シ ステム が欲 しい とい うこ とであ るの で 、上流 の計 画
から、 設計 、建 設、 維持 管理ま での ト ータル なサ ービ スを 提供 してい くこ と が海外 進出 の
鍵とな ると 言わ れて いる 。市場 獲得 に 向けた 動き とし ては 、こ れまで のス エ ズ、ベ オリ ア
の水メ ジャ ーの 巨人 が控 えてい てな か なか難 しい と言 われ てき たが、 最近 で は新興 の総 合
会社が 出来 つつ あり 、水 メジャ ーの 相 対的シ ェア ーが 下が って きてい る。 日 本にも 十分 チ
ャンス はあ るの では ない かと思 って い る。JS で も最近 、国 際室 をつく って こ うした 動き に
対する 側面 支援 をス ター トさせ たと こ ろであ る。
（司会 ）村 上氏 の最 後の スライ ドに も あった よう にコ ンソ ーシ アムな どに よ り総合 力を 発
揮する こと が 重 要と 考え られる 。ま た 、水ビ ジネ スを 考え る場 合、水 のサ ー ビスを 提供 す
るのが 基本 とい うこ とを 押さえ てお く 必要が ある 。内 田氏 から 紹介い ただ い たカリ フォ ル
ニア州 の例 も、 水の サー ビスを 提供 す るとい うこ とを 基本に 30 年、 40 年 や ってき たも の
である 。本 日参 会の 自治 体、会 社の 方 々も、 サー ビス の提 供と いうこ とを 考 慮しな がら 水
ビジネ スの 展開 を図 られ るので はな い かと思 う。
以上を もっ て本 研究 集会 を閉会 とす る 。

