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1 業務目的 

平成 22 年 5 月、「知的財産推進計画 2010」が知的財産戦略本部により決定され、国際

標準化を進めるべき特定戦略分野（7 分野）の一つに水分野が位置づけられた。併せて、

平成 22 年 6 月に閣議決定された成長戦略においても特定戦略分野の国際標準獲得が

盛り込まれた。これを受け、平成 22 年 11 月、厚生労働省等の関係府省は、水分野の国際

標準化のニーズや動向に応じた我が国の対応方針を定期的に検討するための場として

「水分野国際標準化戦略検討委員会」を設置した。検討を進めるに当たっては、水道部

会と下水道部会を置き、個別に検討を行ったうえで、水分野国際標準化戦略案として取り

まとめた。本案は、知的財産戦略本部企画委員会国際標準化戦略タスクフォースにおけ

る集中討議を経て、知的財産戦略本部の国際標準化戦略アクションプラン（水分野）とし

て了承された。今後、本アクションプランを着実に実施するとともに、定期的な見直を行っ

ていく必要がある。 

本業務は、水道分野における国際標準化戦略を推進するため、平成 23 年度に引き続

き、同アクションプランの実施や水分野国際標準化戦略検討委員会・水道部会の運営事

務等を厚生労働省からパシフィックコンサルタンツ株式会社への委託事業により行ったも

のである。 
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2 調査概要 

2.1 水分野国際標準化戦略検討委員会・水道部会の開催支援業務 

平成 22 年 11 月 9 日に設置された「水分野国際標準化戦略検討委員会・水道部会」の

開催、運営に関する支援業務を行った。 

本年度は、国際標準化戦略アクションプラン（水分野）に基づく国際標準獲得に向けた

取組の検討（日本の設計指針等の普及方策の検討を含む）、同アクションプランの見直し

（事業分野の追加検討等）、ISO/TC224 に対する対応方針の検討等が審議事項であった。

平成 24 年度水道分野国際標準化戦略検討委員会・水道部会のメンバーは以下のとおり

である。 

 

委員長 東海大学 名誉教授 茂庭 竹生  

副委員長  東京都市大学 教授 長岡 裕  

   

委員 大阪市水道局  

 北九州市水道局  

 東京都水道局  

 株式会社 神鋼環境ソリューション  

 東亜ディーケーケー 株式会社  

 株式会社 東芝  

 東洋エンジニアリング 株式会社  

 東レ 株式会社  

 株式会社 ナガオカ  

 日本テクノ 株式会社  

 株式会社 日立製作所  

 メタウォーター 株式会社   

 有限責任事業組合 海外水循環システム協議会  

 パシフィックコンサルタンツ 株式会社  

   

事務局 厚生労働省 健康局 水道課  

 社団法人 日本水道協会  

 パシフィックコンサルタンツ 株式会社  

 

 

水道部会のもとに審議項目別のタスクグループ（以下、TG）を設置し、審議内容の深度

化を図った。 

各 TG の検討内容と目的を、表 2-1に示す。 
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表 2-1 タスクグループの検討内容と目的 

タスクグループ（TG） 審議内容と目的 

TG１ ビジネスモデル 
TG1 ビジネスモデルは、「国際標準化戦略アクションプラン（水分

野）」の見直しに向けて、ビジネスモデル案を検討・追加すること

を目的とする。 

TG2 設計指針 

TG2 国内指針の海外向け要約普及版（日・英訳）（以下、設計指

針要約普及版とする）作成は、知財マネジメントによる競争力強

化の方策の内、協調領域に区分される具体的な方策に位置づけ

られており、我が国企業の水分野市場参入のためのツールとして

活用してもらうことを目的とする。 

TG のメンバーを、表 2-2に示す。 

表 2-2 タスクグループのメンバー 

タスクグループ（TG） メンバー 

TG１ ビジネスモデル 

（グループリーダー）  
東海大学 名誉教授  茂庭 竹生 

（メンバー） 
大阪市水道局 
北九州市上下水道局 
東亜ディーケーケー株式会社 
株式会社 東芝 
東洋エンジニアリング 株式会社 
東レ 株式会社 
株式会社 ナガオカ 
日本テクノ 株式会社 
株式会社 日立製作所 
メタウォーター 株式会社 
有限責任事業組合 海外水循環システム協議会 

パシフィックコンサルタンツ 株式会社 
（オブザーバー） 

東京都水道局 

TG2 設計指針 

（グループリーダー）  
東海大学 名誉教授  茂庭 竹生 
東京都市大学 教授  長岡 裕 

（メンバー） 
大阪市水道局 
北九州市上下水道局 
東京都水道局 
株式会社 神鋼環境ソリューション 
東亜ディーケーケー株式会社 
東レ 株式会社 
日本テクノ 株式会社 

（オブザーバー） 
株式会社 ナガオカ 
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水道部会及び TG の活動概要を、表 2-3～ 表 2-5 に示す。 

 

表 2-3 水道部会 

 議  題 資  料 
第 1 回 
平成 24 年 8 月 30 日（木） 
 10:00～12:00 

1)平成 23 年度 水道部会活動

報告について 
2)ISO/TC224 の動向について

（WG9 DSS、ISO 国際水ワー

クショップ神戸） 
3)平成 24 年度 水道部会活動方

針について 
4)出席者からの提案及び意見 

1)平成 24 年度 第１回水道部会

出席者名簿 
2)平成 23 年度 水道分野国際

標準戦略推進業務報告書 
3)WG9 意志決定支援システム：

DSS に関する資料 
4)ISO 国際水ワークショップ（神

戸）に関する資料 
5)平成 24 年 水道部会活動方

針（案） 

第 2 回 
平成 25 年 3 月 6 日（水） 

10:00～12:00 
 

1)水道分野に関連する国際標準

化の動向調査報告 
・ISO/TC224 国内対策委員会 
・スマート都市インフラ国内審議

委員会 
・ISO 国際水ワークショップ 
・ISO/TC224/WG9 DSS（意志決

定支援システム） 
・無収水管理の国際標準化に関

する有識者ヒアリング 
2)平成 24 年度 水道部会及びタ

スクグループ活動報告 
・TG1 ビジネスモデル 
・TG2 設計指針要約普及版 
3)質疑、意見、他 

1)平成24年度 第2回水道部会

出席者名簿 
2)平成 24 年度 水道部会及び

TG 活動報告 
3) TG1 ビジネスモデル 
4) TG2 設計指針要約普及版 

４．導水施設 
6．送水施設 
7．配水施設 
9．給水施設 

5)ISO/TC224  国内対策委員

会の活動状況 
ISO 国際水ワークショップ 
（神戸） 
ISO/TC224/WG9 Decision 
Support System for Water 
Quality Event Detection 
IWA Water Loss 
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表 2-4 タスクグループ１（TG1） ビジネスモデル 

 議  題 資  料 
第 1 回 
平成 24 年 11 月 1 日（木） 

15:00～17:00 

1)平成 23 年度 タスクグループ

活動内容について 
2)仮想モデル案 
3)出席者からの提案び意見等 

1)TG1 第 1 回会議出席者名簿

2)平成 23 年度 水道分野国際

標準戦略推進業務報告書

（抜粋） 
3)仮想モデル案 
4)第 1 回 水道部会 議事録 

第 2 回 
平成 25 年 1 月 21 日（月） 

13:00～15:00 

1)第 1 回 TG1 会議内容 
2)ビジネスモデルに関する意見・

提案等 

1)TG1 第 2 回会議出席者名簿

2)TG1 第１回会議録 
3)水ビジネス市場におけるビジ

ネスモデルの整理 

 

表 2-5 タスクグループ２（TG2） 設計指針要約普及版 

 議  題 資  料 
第 1 回 
平成 24 年 11 月 1 日（木） 

13:00～14:45 

1)平成 23 年度 タスクグループ

活動内容について 
2)出席者からの提案び意見等 

1)TG2 第 1 回会議出席者名簿

2)平成 23 年度 水道分野国際

標準戦略推進業務報告書

（抜粋） 
3)水道施設設計指針 2012 年版

目次 
4)第 1 回 水道部会 議事録 

第 2 回 
平成 24 年 12 月 19 日（水） 

13:00～15:00 

1)第 1 回 TG2 会議内容 
2)設計指針（導・送・配水施設）

抜粋案に関する意見等 

1)TG2 第 2 回会議出席者名簿

2)TG2 第 1 回 議事録 
3)水道施設設計指針 導・送・配

水施設 抜粋案 

第 3 回 
平成 25 年 2 月 18 日（月） 

13:00～15:00 

1)第 2 回 TG2 会議内容 
2)設計指針（導・送・配水施設、

給水装置）抜粋案に関する意

見等 

1)TG2 第 3 回会議出席者名簿

2)TG2 第 2 回 議事録 
3)水道施設設計指針 導水施設

下線案 
4)水道施設設計指針 送水施設

下線案 
5)水道施設設計指針 配水施設

下線案 
6)水道施設設計指針 給水装置

下線案 
7)水道施設設計指針 導・送・配

水施設、給水装置 抜粋案 
8)株式会社クボタ ヒアリング資

料 
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2.2 水道分野の国際標準化戦略検討のための調査業務 

水分野国際標準化戦略委員会・水道部会における審議に必要な調査を行った。 

a. 上記水道部会において、国際標準化戦略の検討対象となった事業分野について、タス

クグループ 1, 2 の会議を通して、また、国内外の動向について文献調査や企業・有識

者からのヒアリングによって調査を行った。 

b. ISO/TC224 における規格化等の検討内容に対する我が国水道産業のニーズを調査し

た。また、平成 24 年 7 月 25-26 日に神戸市で開催された ISO 水ワークショップに参加

し、各国の国際標準化動向等の情報収集を行った。 

 

2.3 水道分野の国際標準化戦略アクションプランの実施 

海外における水道業務に知見・経験のある者等からなるタスクグループ 2（設計指針要

約普及版）を設置、運営し、日本の水道施設の設計思想である設計指針等について、海

外普及向けに和文・英文の要約版（普及版）を作成した。また、同普及版の活用方策につ

いて検討した。 

今年度は、水道施設設計指針 2012 年版から、導水施設・送水施設・配水施設・給水装

置から抜粋版を作成し、英訳を行った。 

（平成 23 年度は水道施設設計指針 2012 年版から浄水施設の抜粋版と英訳を作成済） 
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3 水分野国際標準化戦略検討委員会・水道部会の開催支援業務 

水道部会のもとに審議項目別のタスクグループ（以下、TG）を設置し、審議内容の深度

化を図った。各 TG の活動状況を以下に示す。 

3.1 タスクグループ１（TG1）ビジネスモデル 

1） 目的 

TG1 ビジネスモデルは、「国際標準化戦略アクションプラン（水分野）」の見直しに向け

て、ビジネスモデル案を検討・追加することを目的とする。 

2） ビジネスモデル検討方法 

TG1 では、海外業務展開を目指している水道事業体と民間企業で、ブレインストーミン

グ形式によってビジネスモデル案を検討した。以下に、主だった意見を示す。 

 

（1） 平成 24 年度 水分野国際標準化戦略検討委員会・水道部会における状況 

・事務局としては、水分野国際標準化戦略委員会・水道部会は「こういう事をやりたい」、

「こういうモノを売りたい」という民間企業からの具体的事項に対して国や水道事業体が、

何を応援すれば良いか、その時想定すべきものは何なのか、ということを議論する場と

して考えていた。、当初は「民間企業の展開の中でこういう事が障害になっている」とい

う事がはっきりするかと思っていたが、そもそもどういう展開があるか、というところで暗

中模索している状況である。 

 

（2） ターゲットとなる地域について 

・中国リスクのように、独特な一党支配のリスクや中近東のようにイスラム（宗教）絡みの

国際紛争あるいは国内紛争に巻き込まれるリスクもある。 

・東南アジア（例えばミャンマー、カンボジア、ベトナムなど）のこれから中国に追いつこう

として、工業化しつつある国は、水の需要構造が変わってくるので水質・水量を含めた

対策が必要となってくるはずである。このような変化は、日本の水道を受け入れてくれ

る状況であると考えられる。 

・日本もかつてそうであったが欧米文化が入ってくることによって生活形態が変化する。

例えば、いままで生ものを食べない文化が、生ものを食べる文化になるということである。

こうなると「水道の水が飲めなくてもいい」とはならず「生で食べる食品を洗う水が危な

い」ということに満足出来なくなり「水道の水にも安全なもの」を求めてくるのではないか。

「日本の水道の良さ」というのは、こういった点からも見直される可能性があるのではな

いかと思う。 
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（3） ターゲットとなる事業について 

a） 都市開発（住宅団地、マンション） 

・都市開発ではデベロッパーと組むことが必要である。日本のデベロッパーが海外で高

級マンションを公園とセットで開発するようことが出始めているし、ベトナムで高級住宅

街の開発もしている。上手くパートナーが組めると、この分野の企業も展開しやすくな

ると思われる。 

・高級ホテル、高級マンション等はで展開しようとすると不動産業者とのタイアップとなる。

日本のメーカー単独では難しいが、現地業者と一緒にやることで展開できてくるので

はないか。 

b） 工業団地 

・日本の企業が入る工業用団地であれば要求水質、水量も明確になると思われる。そ

のように条件が明らかになれば、二重配管を含め検討できる。また、水量が不足してい

れば、下水処理水を再生水としてどのように利用するかといったコンサルティングから

入り込むこともできると考えられる。これから新興国が工業化していき IT のようなものが

主体になってくると高品質な水の要求が高まってくると思われる。 

・ショールームも末端給水よりは工場用または工業団地用プラス上水道（飲める水）とい

った対象がはっきりした形が望ましいと思う。一般の個人利用者の水道料金をあてに

することは、難易度が高い事業だと思われる。 

・工業団地に対しては、使う水の配水から、使った水の排水処理、さらに再利用までをト

ータルで提案し、一連の水に係わる全体費用として評価してもらうことで、価格競争力

を持たせられるのではないか。 

c） 漏水対策（無収水対策） 

・東京都（TSS）のタイにおける漏水管理事業も参考になるのではないか。すでにある管

路施設に対し、デモンストレーションのような事を相手側の負担でやることができると思

われる。 

・システム全体として売るのはなかなか難しいが、タイでの漏水調査等で日本としての実

績を作るのが大切ではないか。中近東でも漏水への関心は高いので、こういった地域

で漏水対策等を行うことから日本水道の安心度（実績、信用力）を高め、広めていくの

がいいかもしれない。 
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d） プレーヤーの状況 

・日本の水道業界は、浄水場のこの施設・設備はＡ社、管路のこれならＢ社といったよう

に、各社が個別の機能をおさえているといった状況である。水道事業を全体的に網羅

できる企業もあるが、実績という点では少ない。そのため、企業という単位であれば、水

道事業のどこかを切り取るという形を取らないと展開できないし、パッケージ型インフラ

となると 1 社では網羅できる民間企業は非常に少ない状況である。 

・水道事業分野をどのようにラインナップしているかを見ると、商社系と外資系が揃って

いるように見える。両社とも「何かあればご相談を」というのが単なる売り文句でないライ

ンナップを揃えつつあるように見える。 

・日本のメーカーの中にも現地法人と地元企業との合弁会社を持ちつつある。日本から

の輸出はコストが合わない場合は、地産地消という考え方で行っている。 

 

（4） 事業展開について 

a） 水道事業体（公）と民間企業が連携した展開 

・水道事業体は、姉妹都市等の関係性（人脈等）から得た現地ニーズをもとに海外展開

を行っている。姉妹都市をターゲットに JICA 案件となるようなものを民間に紹介、橋渡

しする役割だと考えている。JICA 草の根等を通じて相手国水道事業体と信頼関係を

築くのが水道事業体の役割であり、水道事業体自らが水ビジネスを展開し、リスクを負

うことはできない。また、水道事業体が、業務内容にあわせて水ビジネス協議会等のメ

ンバー選定することは困難である。 

・民間企業が自ら手をあげ、自らの責任で、何を行いたいのかを示すことが必要である。

民間企業として、対象となる案件の「どこができるのか」「何をどのように組み合わせた

いのか」を明確にしてもらう必要がある。 

・コスト競争力で劣っている日本企業の連合チームで海外企業に勝つことは難しい。市

場によって、ニーズが異なるので、日本の特殊性が相手国ニーズと合っている、もしく

は日本の水道思想を理解してもらえる国を対象とすることが必要である。 

・日本の資金で実施した事業については「日本のモデル事業」であるというアピールが

大切である。官主導のモデル事業ができると良いと思う。 

・ハードで入り込み、ソフトを付加させる展開を考える場合、長期にわたる維持管理・サ

ポートが必要となる。こういった長期期間に及ぶ展開となれば、日本の姉妹都市である

自治体が一緒ということが信頼感となるのではないか。 

・民間企業が水道事業体に求める人材としては、水道事業運営ノウハウを持った方で、

現地側とも一緒になって事業の立ち上げをしてくれるような人材である。水道事業体

OB の方を活用していただいても良いのではないか。 
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・日本水道の思想（水道施設設計指針）をある程度受け入れられる素地のある国に対し、

日本がファイナンスするのであれば、「○○には、日本のものを含む」「全体の△割は

日本のものを含む」といった条件を政府間で調整し明記できるようにできないか。 

 

b） ライフサイクルコスト（Life Cycle Cost : LCC）を活用した展開 

・中国企業の合弁会社で日本型として比較的上手く行っているのが、一度納入した顧

客に対して最後まで面倒をみる（アフターサービスを行う）というものがある。一度良い

印象を認識して頂いた顧客からは、再び仕事を受注できるケースが多い。 

・海外の日本資金で建設した浄水場は、きれいに造られているものが多いが、維持管理

が上手くできていないところが非常に沢山ある。理由は、故障したときの対処ができて

いない、交換部品がない、交換のノウハウを持っていない、等で放置されてしまうケー

スが多々ある。早く処置をすれば大きな問題にならないケースが非常に多い。インフラ

のパッケージ化もハードウェアだけでなく、運転・維持管理といったソフトウェアの部分

もセットとすることが有意義ではないか。 

・ハードウェア単独で売ることは難しい状況であり、運営サービスが付加されてはじめて

優位性がでると思われる。運営サービスを含めた LCC を相手国に理解してもらう必要

がある。 

・運営サービスを展開し、LCC で勝負するためには、海水淡水化、再生水、浄水といっ

た技術領域が切り口になるのではないか。 

・LCC に持ち込むことで、競争できる具体的な分野を整理しなければならない。具体案

がないと政府間でも交渉できない。 

・長期的な財政収支モデルをつくり優位性を明らかにする必要がある。例えば、漏水対

策することで水源開発費が軽減できる等、具体的な金額イメージが分かるようにする。 

・一般的な評価指標に加えて、安心、安全、信頼性といった目に見ないことも項目とす

るような工夫を考えていく必要がある。例えば、維持管理業務を通じて相手国の人材

育成を行い、現地スタッフとして活用することも１つの案である。 

・LCC 展開については、相手国の誰に理解してもらえば良いか、どうやって打って出る

か、といったシナリオ作りが必要である。 

・これまでは、海外研修生を日本ファンにするような活動をしていた。これ以外にも何か

日本ファンを増やす仕組み作りが必要である。 

・民間としては 1 つの機器のための維持管理業務はできない。例えば、エリアごとに維

持管理会社をつくって、管理するといった工夫が必要ではないか。 

・実際の現地業務の中で、日本の技術を見ること、触れること、活用することで、現地の

ニーズ等、相手のことがよく分かってくるのではないか。 
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c） 案件発掘について 

・案件発掘、案件形成に必要な初期コストを、誰が負担するのかが課題である。日本の

市レベルの案件を発掘するのは、国の外交ルートでは規模が小さすぎて無理である

（情報も拾えない）。案件情報については、協力関係にある水道事業体の方が収集し

やすいと思われる。 

・鉄道等のインフラでも、モノ単体ではなく、サービス・運営等も含めたパッケージで対応

して欲しいとの要求が増えているそうである。例えば、鉄道だと車両だけでなく、周辺

の事業、運行制御等も含めて求められている。メーカーは設備を造るが、水道事業者

がその設備を「どう使って」、「どう効率的に運営・メンテナンスしているか」をよく分かっ

ていない。実際にどのように使っているかというあたりを水道事業体からアドバイス頂け

ると助かる。 

・案件発掘については商社が得意である。現地事務所、現地組織、等のつながりから、

案件を発掘している。日本しかできない技術というものがほとんど無い中で、日本の真

価が発揮できる案件をどうやって探すのかが課題である。 

・民間企業が集まる協議会の定期勉強会で、各社の案件情報を共有する場を設けてい

る。ただし、協議会の中で、具体的な案件に対する「組閣」を行う仕組みはまだ整理で

きていない。 

・JICA 案件を実施している自治体を集めて情報収集してはどうか。複数の公側、民側

のゆるやかな関係構築ができることで、案件情報の共有化ができるのではないか。ま

た、複数メンバーが集まり会議をすることで、１企業では出てこないような発想が生まれ

ることも期待できるのではないか。 

d） 資格について 

・即効性は期待できないが、指針とあわせて資格も海外に広め伝えていくことが必要で

ある。日本の資格が相手国でも有効に使える仕組みが必要ではないか。 

 

（5） 水ビジネス市場におけるビジネスモデルの整理（案） 

次頁に水ビジネス市場におけるビジネスモデルの整理（案）を示す。 

ビジネスモデル案は、「資金を調達して投資を行うビジネス」と「モノ・技術を売るビジネ

ス」に分けて、収益構造、求められる要素、事業者、展開方策、市場の状況、関連する主

な ISO 規格等の観点で整理を行った。 
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3.2 タスクグループ２（TG２） 国内設計指針の海外向け要約普及版（日・英訳）作成 

1） 目的 

TG2 国内指針の海外向け要約普及版（日・英訳）（以下、設計指針要約普及版とす

る）作成は、知財マネジメントによる競争力強化の方策の内、協調領域に区分される具体

的な方策に位置づけられており、我が国企業の水分野市場参入のためのツールとして活

用してもらうことを目指している。 

我が国企業の水分野市場参入のためには、相手国における政策形成が重要と考えら

れ、我が国が強みを有するシステムが世界市場で受け入れられるための計画手法や品質

基準などの政策的ルールを協調領域に設定し、日本水道システムの普及を目指していく

ものである。 

 

2） 設計指針要約普及版に関する意見・提案 

TG2 では、設計指針要約普及版を海外の現場でも使えるものとするため、海外業務経

験者からの意見をもとに作成方針及び作成方法を整理することとした。代表的な意見等を

以下に列記する。 

 

（1） 設計指針要約普及版の使い方について 

・設計指針要約普及版は、日本企業が海外で仕事をする際のツールとして作るもので

ある。これがあれば、海外案件や相手国のニーズに全て応えられるというものではない。

むしろ「日本の水道はこういうコンセプトで作っている」ということを理解してもらうための

一つのツールである。 

・「日本のような素晴らしい水道施設を自分の国にも作りたい」ということがビジネスのスタ

ートになるような利用が望ましいと考えている。「インターナショナルなスタンダードでは

なく、あくまでも、日本の水道の考え方を具体的にしたもののスタンダードであり、日本

と同じような施設を作りたいのであればツールとして利用して下さい」という思想で作成

したものである。 

・各国のニーズに応える会話を通じて、「日本はこういう考え方でこのような数値を採用し

てきている」と、この設計指針要約版を使いながら、相手国と会話するという使い方が

良いのではないかと考えている。各国で水道に関する考え方は違い、水道は飲めない

のが当たり前だ、という国の数の方が多いくらいである。そういう状況の中で日本の水

道の良さを口頭で説明しても上手くいくものではないので、日本の技術の高さを理解し

てもらうための第一歩として設計指針要約普及版が役立てば良いと考えている。 

・日本も、明治の頃に水道が入ってきた時には、技術のみが先進国から入ってきており、

数値の決定などは特定のエキスパートで行っていた。それに近いことが現在の海外の
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発展途上国ではあるのではないかと思う。設計指針要約普及版のような冊子があって

「先進国ではこれに基づいて設計して上手く動いている」ということがバックボーンにな

っていれば、相手国の手助けになると考えられる。 

・設計指針要約抜粋版のように、分野毎でこれ位のボリュームにすることが大事だと思う。

これくらいの量だと、「読み込んでみるか」、「少しずつ自国語に翻訳していこうか」とい

う考えになるが、現地スタッフに、設計指針を丸ごと 1 冊手渡し「日本でこれを使ってい

る」と言っても、大きさだけで尻込みしてしまうと思う。 

 

（2） 平成 24 年度の対象分野について 

・海外で関心が高いのは配水施設である。水道施設設計指針の構成を考慮すると導送

配水を対象とすることが望ましい。設計指針では配水の章から導送水の章に引用して

いるもののあるので、少々量が多くても導送配水でまとめてやらざるを得ないかと思う。 

・海外途上国での水道施設の状況から、浄水場を出てから蛇口にいたるまでの品質確

保をするには、送配水施設に加えて給水装置も含める必要がある。現地水道事業体

支援の経験から、配水システムの管理だけでなく、給水装置の分岐の管理や規制等も、

非常に重要だと考えている。 

 

（3） 維持管理に関する事項について 

・日本が売りたいものが、施設そのものよりそのコントロール（例えば、無収水対策や漏

水対策を含めた配水コントロール）であれば、維持管理指針も対象とする必要があると

考えられる。 

・維持管理指針は少し早いという感じがある。日本人が現地で技術指導するという前提

での話であるが、維持管理指針があると現地ごとに調整しなければならない部分が多

くあって、逆に現地での教え方が混乱していくような気がする。維持管理指針があると、

逆にそれに縛られてしまう可能性があり、取り扱いが難しいと思う。まず、設計指針を揃

えた方がいいと思う。 

・管路を取り上げたいという理由の一つとして、ISO でも Water Loss の規格化の話題が

出てきていることがある。日本としても、漏水管理の部分は取り上げたいと考えている。 

・管路施設は維持管理を適切に行うことが重要である。導送水施設については、維持

管理指針を浄水施設同様、水道施設設計指針の後で良いと思われる。 
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（4） 設計指針要約普及版の作成方法について 

・日本の設計指針に ISO 規格や BSEN 規格の継手が示されると、日本でもこれで良い

のかと勘違いされてしまうので避けるべきだと思う。例えば、ダクタイル鋳鉄管の継手は、

海外では T 形継手がほとんどで、その他は K 形及びフランジ継手であるが、日本国内

で使用されている耐震継手を紹介することは日本の水道技術を紹介する意味でも重

要である。 

・平成 23 年度の設計指針要約普及版の作成と同様、原本となる水道施設指針の章立

てや文章（表現）は変更せず、抜粋する形で整理する。日本の水道技術者が、水道施

設設計指針のどこが抜粋されたかが分かりやすいように構成する。 
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4. 水道分野の国際標準化戦略検討のための調査業務 

4.1 上水道分野に関連する国際標準化の動向 

1） ISO/TC224 上水道国内対策委員会 

（1） 背景 

平成 19 年 11 月、ISO/TC224 東京総会において、WG5（規格の適用）、WG6（アセット・

マネジメント）、WG7（危機管理）が設置された。これらの規格が日本水道界に及ぼす影響

は大きいと判断し、平成 20 年 6 月に上水道国内対策委員会を設置し、活動を開始した。 

ISO/TC224 上水道国内対策委員会での審議事項及び報告事項等の選定や ISO 規格

案件の取り組み方針の調整・検討を行う場として、平成 20 年 9 月に連絡調整小委員会が

設置された。 

（2） 活動状況 

WG5（規格の適用）、WG6（アセット・マネジメント）、WG7（危機管理）、WG8（ローテクを

用いた家庭排水管理）、WG9（水質事故検出のガイドライン）に関する ISO 委員会（国際

会議）での情報収集を行い、国内対策委員会へ報告し、国内意見を ISO 委員会で発表し

ている。 

平成 24 年度における委員会開催状況は以下のとおり。 

第 8 回  平成 24 年 7 月 27 日 

第 9 回  平成 25 年 2 月 4 日 

第 9 回の委員会においては、WG5、WG6、WG7、WG9 に関する動向と国内対策委員

会の対応内容等について報告・審議されている。 

（3） 本水道部会との関係 

本水道部会と ISO/TC224 上水道国内対策委員会は、上水道分野の国際標準化に関

する情報の共有化を行い、ISO 規格が国内水道界（水道事業者、民間企業等）に与える

影響や対応方針等を検討するものである。 

検討体制を次頁に示す。 
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2） スマート都市インフラ（Smart Community Infrastructures）国内審議委員会 

（1） 背景と ISO/TC268 全体構成 

平成 24 年 2 月、ISO/TC268（Sustainable Development in Communitie フランス幹事）

の下に SC1（Sub Committee：分科委員会 Smart Community Infrastructures 日本幹事）

が設立された。ISO/TC268 全体構成を図 4-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 ISO/TC268 全体構成 

【出典】ISO TC268 SC1 スマート都市インフラ 第 3 回 国内審議会（2012 年 8 月 30 日） 
 参考資料 4 を参考に作成。 

 

ISO 本部における SC1 設立を受けて、平成 24 年 5 月、TC268 SC1 の国内審議委員会

が設立された。 

設立目的は以下のとおりである。 

・TC268 SC1 の国際標準化活動に対する国内対処方針案の検討・作成及び調査会へ

の提出等 

・TC268 SC1 の国際標準化活動に関与する日本代表委員の決定 

・Smart Community Infrastructures の国際標準化に必要な調査、検討、調整等 

 
【出典】ISO TC268 SC1 スマート都市インフラ 第１回 国内審議会（2012 年 5 月 15 日） 

 参考資料１ 添付資料 1 より抜粋。 
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（2） 国際標準化の狙い 

ISO/TC268/SC1 国内対策委員会に示された国際標準化の狙いは次のとおり。 

『日本のスマートシティを「世界標準」へ ～21 世紀の「Made in Japan」～』 

・スマートシティを支える「スマートな都市インフラ」の評価指標を国際標準化し、インフラ

輸出振興の強力な推進ツールとする。 

・都市インフラ（上下水、交通、エネルギー、情報通信、廃棄物処理等）を、「都市丸ご

と」総合的に評価する指標について、国際的に合意された指標は存在しない。 

・上記のような指標を国際標準化することで、WTO/TBT 協定等を通じて、世界各国で

のインフラ調達基準を共通化し、都市インフラの国際取引を活性化する。 

・上記のような指標の国際標準化を日本が主導して進めることで、日本の優れた都市イ

ンフラが適切に評価される環境を作り、世界各国での都市開発に対する日本の貢献・

関与を促進する。 

 
【出典】ISO TC268 SC1 スマート都市インフラ 第 3 回 国内審議会（2012 年 8 月 30 日） 

 参考資料 4 より抜粋。 

 

（3） 活動状況と活動体制 

国内審議団体は「基準認証イノベーション技術研究組合（ International Standard 

Innovation Technology Research Association：IS-INOTEK イノテック）」、国内審議委員会

の事務局業務はイノテックと独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）が共同して行っている。 

平成 24 年 11 月には第 4 回 国内審議委員会が実施されている。 

今後、インフラの各要素（エネルギー、水、交通、等）や都市の多様性への対応、検証と

認証など、種々の論点を複数の WG を設立して、一連の規格を作成することを目指してい

る。 

 
【出典】ISO TC268 SC1 スマート都市インフラ 第１回 国内審議会（2012 年 5 月 15 日） 参考資料１ 添付資料 1 

及び第 3 回 国内審議会（2012 年 8 月 30 日） 参考資料 4 を参考に整理した。 
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4.2 ISO/TC224 における規格化等に関する各国の動向調査 

1） ISO 国際水ワークショップ（神戸） 

（1） 開催概要 

日 時：2012 年 7 月 25 日（水）～26 日（木） 

場 所：神戸国際会場／神戸ポートピアホテル 

参加者：152 名（28 ヶ国、1 地域） 

 

（2） ワークショップ開催の背景 

2011 年 3 月に開催された ISO 理事会における決議（決議 4/2011）では、水に関連する

標準化の重要性に留意し、次の目的をもった“Water access and use”というタスクフォース

を理事会の中に設置した。 

 

•水の分野に対して、国家標準化機関やその他標準を作成する組織がどのような活動を

行っているかを詳細に調査する。 

•国際規格を開発するための高い優先順位を特定するための分析を実施する。 

 

2011 年 9 月に開催された ISO 理事会における決議（決議 30/2011）では、タスクフォース

から提案された次の勧告を承認した。 

“重要な ISO 規格のリストからみてもわかるように、ISO が水の分野で新たな規格開発を

行う大きな可能性を持っていることを考慮し、2012 年に水に関する国際ワークショップを行

うこと。” 

この勧告を受け、日本の ISO メンバーである日本工業標準調査会（JISC） が、このワー

クショップを 2012 年 7 月に神戸で開催する準備があると ISO 理事会に提案し、ISO 事務

局長がこれを承認した。 

（3） ワークショップの目的 

2011 年 9 月に開催された ISO 理事会によって承認された勧告に基づき、このワークショ

ップは、次の事項を目的としている。 

 

•水に関連する規格開発の認識を向上し、それに関わる技術を広め、水の知識及びベ

ストプラクティスを共有し、世界規模での必要とされるソリューションを広める。 

•世界的な水への挑戦に取り組むための規格化の提案及び調査を行う。 

•この分野における新たな ISO 規格の開発のための優先順位を特定し、具体的な行動

計画を特定する。 
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（4） プログラム 

a） 水処理及び水衛生の技術及びサービス 

［目的］水技術及び水の衛生のために必要なニーズを満たすための技術及びサービスを国

際標準化がどのように提供できるか。 

①都市雨水マネジメント（堀江信之 氏、国土交通省 国土技術政策総合研究所） 

②都市における再生水の有効利用（Dr. Xingcan Zheng、中国） 

③衛生の改善及びウォーターガバナンス（Mr. Jose Luiz Salvadori Lorenzi、ブラジル） 

④下水技術の分野における規格化の重複をいかに避けるか－ウィーン協定の事例を

基に （Mr. Jochen Fornather、オーストリア） 

b） 水及びコミュニティの持続可能性 

［目的］水及びコミュニティの持続可能性を国際標準化がどのように発展させることができる

か。 

①漏水防止への挑戦（有吉寛記 氏、日本水道工業団体連合会） 

②汚泥－有機物質及びエネルギー利用（Mr. Christophe Bonnin、フランス） 

③下水汚泥の有効利用（Mr. Yaron Ben ari、イスラエル） 

④河川流域マネジメント（Dr. Michael Conner、アメリカ） 

⑤下水再生水の灌漑利用（Mr. Jorge Tarchitzky、イスラエル） 

⑥下水道管理におけるバイオマス戦略（豊久志朗 氏、（株）神鋼環境ソリューション） 

c） アセット、リスク及び危機管理 

［目的］水に関連するアセット、リスク及び危機を管理する上で、国際標準化がどのように役

に立つか。 

①水サービスのベンチマーキング（Mr. Buruno Tisserrand、フランス） 

②危機管理（東日本大震災の経験を踏まえ）（水谷哲也 氏、仙台市） 

③ウォーターフットプリント（沖 大幹 氏、東京大学） 

④アセット・マネジメント（Mr. Karl-Heinz Brandt、ドイツ） 
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（5） ISO ワークショップの形式について 

参加者全員で議論を行う機会を設け、今後 ISO が行うべき標準化の案件を導き出した。

各セッションに 12 テーブル（1 テーブルにつき約 10 名）を用意し、各テーブルで各セッショ

ンのメインテーマ、講演者からの発表を考慮して、標準化すべき案件を導き出すために 30

分程度の議論を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/07/25 神戸国際会場                           12/07/26 神戸ポートピアホテル 

 

（6） ISO ワークショップ 議論結果 

ワークショップでまとめられた標準化の案件は、14 の大きなカテゴリに整理された。 

 

① Addressing system water loss and water leakage（漏水防止） 

② Standard for the re-use of water（再生水利用） 

③ Standards on sludge use and generation（下水汚泥） 

④ Storm Water management Standards（雨水管理） 

⑤ Water-related asset management（水に関連したアセット・マネジメント） 

⑥ Water crisis management（水に関連した危機管理） 

⑦ Water footprint issues（ウォーターフットプリント） 

⑧ Benchmarking of Water-related processes and approaches（ベンチマーク） 

⑨ Watershed management（河川管理） 

⑩ Expanded work on water quality（水質） 

⑪ Public and general awareness issues（公共認識） 

⑫ Building on new management and system standards（新エネルギー） 

⑬ Considering new management and system standards（マネジメント関連規格） 

⑭ Ensuring coherent water terminology and classification（用語及び分類） 
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これらの標準化案件は、ISO/TMB（技術監理評議会）に報告され、2012 年 9 月に開催

される ISO/TMB 会議で審議され、ISO として正式に認められることになる。その後、具体

的な規格開発については、既存の規格作成委員会に落とし込んでいくか、該当する委員

会がなければ設置されていくことになる。 
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2） ISO/TC224/WG9 Decision Support System for Water Quality Event Detection 

平成 23 年度 水道部会 TG3 水質監視で検討した ISO/TC224/WG9 Decision Suppor 

System（意志決定支援システム）は、平成 24 年度から、ISO/TC224 上水道国内対策委員

会国内対策委員会で審議されている。 

ISO/TC224/WG9 第 2 回会議の概要は以下のとおりである。 

（1） 開催概要 

日 時：2012 年 10 月 29～30 日 

場 所：チェコ共和国 プラハ  チェコ規格協会 

参加者：10 名（日本、イスラエル、米国、カナダ、英国、オーストリア、チェコ） 

決議概要 

・この国際標準の名称「水質事故検出のガイダンス（Guidance on Water Quality Event 

Detection）」に変更する。 

・国際標準は 3 つの部分に分けられる 

第 1 部 全般 

第 2 部 飲用水 

第 3 部 排水 

・その他、目次構成の見直し、事務局の作業分担、作業スケジュール等が決めらた。 

（2） 今後の予定 

ISO Technical Reference Guide（2012 年 11 月 29 日版）に対する各国からの意見に対す

る事務局からのコメントが 2013 年 2 月 20 日付で送付されてきている。 

ISO ホームページによれば、第 3 回会議は、2013 年 4 月 17～18 日 英国 エディンバ

ラで開催予定である。 
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4.3 無収水管理の国際標準化に関する有識者ヒアリング 

IWA Water Loss 2012 （2012 年 2 月 26-29 日 フィリピン国マニラ）に参加された首都大

学東京 小泉 明 特任教授に無収水管理の国際標準化に関するヒアリングを実施した。 

 

ヒアリング先 首都大学東京 都市環境学部  小泉 明 特任教授 
参加者 パシフィックコンサルタンツ株式会社 小池 亮、大山 秀格 
日 時 平成 25 年 3 月 5 日（火）14:00～16:00 
場 所 首都大学東京 都市環境部 都市基盤環境 9 号館 668 室 

 

概 要 
①無収水管理について 

・IWA Water Loss 2012 は、アキノ大統領が会場を訪れるほど、現地でも関心が高

く、来場者も非常に多かった。 

・無収水率が高いところは、盗水、料金徴収の不正といったモラルの問題を解決

することが先決であり、このようなことは国際標準化の議論以前の問題ではない

のか。 

・日本以外の国が無収水管理の国際標準化を行った場合、無収水量は減らせる

と思う。ただし、「蛇口から直接飲める水」と言う「日本の水道」を目指すのであれ

ば、日本が先頭に立って無収水管理の国際標準化を進めなければ、その品質

を確保することは出来ない。 

・無収水管理だけでなくアセット・マネジメントと一緒にして、技術面の管理と資産

管理（経営）を合わせた標準化が日本水道の特徴としてアピールできるのでは

ないか。 

・日本国内及び海外技術支援の十分な経験と実績があるのだから、JICA 主導で

アジア圏域を対象とした無収水管理マニュアルの作成はすぐにでも着手できる

のではないか。国際標準化というよりも、アジア圏域の標準化を目指すという戦

略もあるのではないか。 

②ビジネス展開について 

・上水道は人間が生きていく上で必要不可欠なインフラであり、上水道で利益を

求め過ぎると現地の反発が大きい。上水道は相手国との末永くつき合うための

基礎として利益を求めず、電力、鉄道等、他のインフラで回収するような国家戦

略もあるのではないか。 

・これまでの日本の援助はプロジェクト単位のため数年単位の細切れで終了とな

ってしまっている。無収水管理のプロジェクトにしても、相手組織が立ち上がった

ような中途半端な段階で途切れてしまっている例が多いのではないか。10 年～

20 年間、継続的に相手組織に人材を送り続けられるような仕組みを構築するこ

とが必要ではないか。信頼関係とは結局、人と人である。 

・JICA 技術協力で水道事業体から派遣された技術者の多くは、現地で大変な苦

労をして使命を果たしている。しかしながら、日本に戻ってからの配属先の問題

や技術継承の仕組みが不十分といった問題もあるようである。このような貴重な

人材と経験を国家戦略の一つとして活用できるような仕組みができれば、相手

国に根を張った、継続的な信頼関係の構築が可能となるので、日本ファンも増

やせるのではないか。 
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5 水道分野の国際標準化戦略アクションプランの実施 

海外における水道業務に知見・経験のある者等からなるタスクグループ 2 を設置、運営

し、日本の設計思想である設計指針等について、海外普及向けに和文・英文の要約版

（普及版）を作成した。また、同普及版の活用方策について検討した。 

本業務において、「水道施設設計指針 2012 日本水道協会 4. 導水施設、6. 送水施

設、7. 配水施設、9. 給水装置」について日本語・英語の抜粋版を作成した。 

 

 


