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1 調査目的 

現在、世界では、約 10 億 7 千万人の人々が安全な水を得ていない状況にあり、そのう

ち約 60％はアジアに住む人々が占めている。アジアにおいては、このような現状を打開す

るため、水道供給の拡大が図られているところであるが、既存の水道の多くは、高い漏水

率、低い料金回収率、安全でない水質、不安定な給水など多くの課題を抱えており、水道

施設の整備や水道技術者の育成が急務となっている。 

一方、日本は、約 97%という高い水道普及率を実現しており、国民が安心して水道を利

用できるという申し分ない水準を維持している。 近では、地震等の災害対策についても

研究が進んでおり、世界のトップランナーたる水道を形成してきた経験及び知見等を豊富

に有している。 

このような日本の経験及び知見等は、アジア各国の水道の発展のために 大限に活用

されるべきであり、政府の方針としては「新成長戦略（基本方針）」において、「日本が強み

を持つインフラ整備をパッケージでアジア地域に展開・浸透させる」、「水などのインフラ整

備支援や環境共生都市の開発支援に官民あげて取り組む」と位置付けられ、各種の取り

組みが進められているところである。 

本調査は、日本の水道産業がアジアをはじめとする国際市場に展開していくことを支援

するため、アジアの水道発展に寄与しうる日本の水道技術の検討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 

平成２２年度水道産業国際展開推進調査では、これまでの「水道産業国際展開推進事

業」における「水道国際貢献」とは異なり、日本の水道産業がアジアをはじめとする国際市

場に展開していくことを支援するため、アジアの水道発展に寄与しうる日本の水道技術の

検討等を行うものである。このため、以下の 2 点を重点目標として調査・検討を行った。 

【本年度（平成２２年）度調査の重点目標】 

目標１ カンボジア王国、ベトナム社会主義共和国で開催される水道セミナーに合わ

せ、日本の水道システムの優位性を技術面だけでなく財政面を含めたパッケ

ージとしてとりまとめた調査資料を作成し、相手国水道事業体と個別面談（プ

ロモーション）を行うこと。 

目標２ 日本型水道システムのアジア地域への普及促進を図るために、これまで日

本が技術協力してきたアジア各国の研修機関を拠点とし、各国の水道協会

等との連携方策を策定すること。 

今後の日本水道産業の国際展開とは、省庁の枠組みを活用して行動を開始し、案件

発掘・情報収集を行い、本年度調査の重点検討事項を踏まえて具体的な交渉・営業や案

件形成を行うことを想定している。今後の日本水道産業の国際展開のイメージを図 2-1に

示す。 

 
図 2-1 今後の水道産業国際展開 

本年度調査の重点検討事項



平成 22 年度水道産業国際展開推進調査業務 報告書 

 

 3

クァンニン省

フエ省 

ホーチミン市 

2.1 日本の水道産業の国際展開支援のための調査 

日本の水道産業の国際展開支援のための調査では、以下の調査・検討を実施した。 

2.1.1 日本水道産業の国際展開に向けた調査資料の作成 

日本の水道技術に対する相手国政府・水道事業者の採用ニーズを調査するため、日

本の水道システムを説明するための資料を作成した。資料は、現地水道セミナーと個別面

談で使用した。 

・対象技術：漏水対策、配水コントロール、浄水技術 

（日本語、英語、現地語） 

2.1.2 日本の水道技術の普及促進のための調査 

ベトナム社会主義共和国、カンボジア王国の水道セミナーにあわせて相手国の政府機

関及び水道事業体に面談を実施し、上記 2.1.1 に示す日本水道産業の国際展開に向け

た調査資料（個別面談用）を用いて、日本の技術を組み合わせた水道システムの優位性

について、財政面も含めて具体的な説明を行い、日本型水道システムの普及促進の課題

や採用ニーズ等を調査した。以下に各国における調査の概要を示す。 

（1） ベトナム社会主義共和国 

1） 調査対象地域の概要 

ベトナム社会主義共和国調査では、以下の３都市に

ついて調査を行った。 

 ホーチミン市 

 フエ市 

 クァンニン省 

特に、ホーチミン市およびフエ市については、日本の

政府・事業体などによるプロジェクトが実施されており、

日本の水道技術の普及促進の高い適用度があると考

えられる都市である。また、クァンニン省は、ベトナム上

下水道協会からの推薦によるものであり、今後の水道普

及および発展が見込まれる都市である。各都市の基礎

情報を整理すると、表 2-1のとおりである。 
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表 2-1 各都市の基礎情報 

項目 ホーチミン市 フエ省 クァンニン省※１ 
行政人口（千人）※１ 6,106 1,144 1,091 
給水区域内人口（千人）※２ 6,058 336 628 
給水人口（千人）※２ 4,727 329 480 
普及率（％）※２ 78 98 76.3 
給水戸数（千戸）※２ 615 87 122 
無収水率（％）※２ 39.9 14.0 27.1 
連続給水時間（hr）※２ 24 24 20 

水道料金（VD/㎥）※２ 

家庭用：2,700
公共用：6,000
工業用：4,500
商業用：8,000

家庭用：2,750
公共用：4,500
工業用：4,500
商業用：7,000

家庭用：3,400 
公共用：4,900 
工業用：5,400 
商業用：9,800 

※1 出典：ベトナム統計局 
※2 出典：FINAL REPORT OF BENCHMARKING STUDY on Urban Water Supply Utility Performance in Vietnam    

for the period 2004-2007 , Vietnam Water Supply and Sewage Association, 2008 

2） 調査日程 

ベトナム社会主義共和国調査日程を表 2-2に示す。  

表 2-2 調査日程 

日  付 行  程 
11 月 23 日（火） 移動（東京→ホーチミン→ハイフォン） 
11 月 24 日（水） 午前：調査団協議／午後：ハイフォン市 105 周年イベント 

11 月 25 日（木） 
午前：Quang Ninh 省水道公社個別面談 
午後：Quang Ninh 省水道公社施設見学 

11 月 26 日（金） 午前：日越水道セミナー／午後：オープンイベント 
11 月 27 日（土） 午前：ハイフォン市水道施設見学／午後：調査団協議 
11 月 28 日（日） 移動（ハイフォン→ハノイ→フエ） 

11 月 29 日（月） 
午前：フエ省水道公社個別面談 
午後：フエ省水道公社施設見学／移動（フエ→ホーチミン） 

11 月 30 日（火） 
午前：SAWACO 個別面談 
午後：SWACO 施設見学 

12 月 1 日（水） 移動（ホーチミン→東京） 
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シェムリアップ 

バッタンバン

シアヌークビル

（2） カンボジア王国 

1） 調査対象地域の概要 

カンボジア王国調査では、以下の３事業体について調査を行った。 

 シ ェ ム リ ア ッ プ 水 道 公 社

（Siem Reap Water Supply 

Authority、以下 SRWSA） 

 バ ッ タ ン バ ン 水 道 事 業 体

（Battambang Water Supply、

以下 BWA） 

 シアヌークビル水道事業体

（ Preah Sihanouk Waer 

Supply Authority 、 以 下

SWSA） 

各事業体の基礎情報を整理すると、表 2-3の通りである。 

表 2-3 基礎情報 

項目 SRWSA BWA SWSA 
行政人口（千人）※１ 896.3 1,024.7 199.9
給水区域内人口（千人）※１ 172.8 180.3 89.8
給水人口（千人）※2 48.9 42.1 68.0
普及率（％）※2 28.2 23.3 75.7
給水戸数（千戸）※2 4.5 8.6 7.4
無収水率（％）※2 3.0 27.0 18.6
連続給水時間（hr）※2 24 21-22hr 24

水道料金（R／㎥）※2 

(0-7 ㎥)1,100R/㎥
(8-15 ㎥)1,500R/㎥

(16-30 ㎥)1,800R/㎥
(31 ㎥-)2,000R/㎥

1,500 R/㎥ (0-7 ㎥)1,500 R/㎥
(8-15 ㎥)1,800 R/

㎥

(15 ㎥-)2,000 R/㎥
※1 出典：General Population Census of Cambodia 2008 
※2 出典：2010 年現地調査 
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2） 調査日程 

カンボジア王国調査日程を表 2-4に示す。 

表 2-4 調査日程 

日  付 行  程 
12 月 13 日（月） 午後：移動（プノンペン→シェムリアップ） 

12 月 14 日（火） 午前：SRWSA 個別面談 
午後：移動（シェムリアップ→バッタンバン） 

12 月 15 日（水） 午前：BWA 個別面談 
午後：移動（バッタンバン→プノンペン） 

12 月 16 日（木） 午前：セミナー 
午後：オープンイベント、MIME 個別面談 

12 月 17 日（金） 午前：移動（プノンペン→シアヌークビル） 
午後：SWSA 個別面談 

12 月 18 日（土） 午前：移動（シアヌークビル→東京） 

2.2 普及促進のための連携方策の検討 

日本型水道システムのアジア地域への普及促進を図るためには、これまでわが国が技

術協力してきたアジア各国（タイ、インドネシア共和国、ベトナム社会主義共和国等）の研

修機関を拠点として活用することが効果的であると考えられる。 

研修機関を拠点として活用するために、これら研修機関や各国の水道協会等とどのよう

に連携するのか、その方策について以下の調査・検討を行った。 

2.2.1 インドネシア共和国訪問調査 

日本の ODA 協力により設立された水道環境衛生訓練センター（Water Supply and 

Environmental Sanitation Training Center、以下 WSESTC）及びインドネシア水道協会

（Indonesian Water Supply Association、以下 PERPAMSI）を訪問し、活動状況及び連携ニ

ーズについて調査した。合わせて政府関連機関等を訪問し、今後、日本型水道システム

を紹介していくための事前調査及びインドネシア共和国における普及促進方策の検討を

行った。インドネシア共和国訪問の調査日程を表 2-5に示す。 



平成 22 年度水道産業国際展開推進調査業務 報告書 

 

 7

表 2-5 調査日程 

日  付 行  程 
2 月 27 日（日） 午後：移動（東京→ジャカルタ） 

2 月 28 日（月） 

午前：JICA インドネシア事務所、在インドネシア日本大使館

個別面談 
午後：公共事業省人間居住総局（Cipta Karya）水供給開発局

個別面談 

3 月 1 日（火） 午前：BPPSPAM、PERPAMSI 個別面談 
午後：PAM JAYA 個別面談 

3 月 2 日（水） 午前：BEKASI 個別面談、施設見学 
午後：WSESTC 個別面談、施設見学 

3 月 3 日（木） 
午前：公共事業省人間居住総局（Cipta Karya）水供給開発局

個別面談 
午後：移動（ジャカルタ→東京） 

3 月 4 日（金） 午前：移動（ジャカルタ→東京） 

2.2.2 普及促進のための連携方策の検討 

日本が援助したアジア各国の研修機関及び水道協会の活動状況について、文献調査

及び必要に応じ通信手段による現地機関への聞き取り調査により、情報収集、整理を行

った。また、今後の普及促進のための連携方策の検討を行った。 

2.3 アジア各国の水道事業調査 

過年度に調査を行ったアジア各国の水道事業に関する情報（水道法制度、民間活用

動向等）についての追跡調査を行った。 
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3 ベトナム社会主義共和国の水道事業体個別訪問調査 

3.1 ベトナム社会主義共和国の概況 

ベトナム社会主義共和国は、1975 年まで長い戦乱と南北統一、その後の経済停滞の

時代を経て、1986 年にドイモイ（刷新）政策を採択し、市場経済に基づく近代的な国づくり

を推進している。ベトナム社会主義共和国の概況を表 3-1に示す。 

2001 年から 2007 年の間の経済成長率は年平均 7.5%、2008 年には 6.2%とアジアでは

中国に次ぐ高い水準を達成し、2007 年 1 月には WTO 加盟も実現した。総人口に占める

貧困率は、1993 年の 58%から 1998 には 37%、2009 年には 12.3%へと減少し、経済成長

を通じた貧困削減を実現している。また、2006-10 年の経済社会開発 5 ヵ年計画において

は、2020 年までに工業国家を実現する大目標のもと、2010 年までに一人当たり GDP を

1050 ドルに引き上げ、中所得国入りすることが目標として打ち出されている。 

表 3-1 ベトナム社会主義共和国の概況 

一般事情 
1.面積 32 万 9,241 平方キロメートル 
2.人口 約 8,579 万人（2009 年） 人口増加率：1.2％（過去 10 ヶ年平均） 
3.首都 ハノイ 
4.民族 キン族（越人）約 86％、他に 53 の少数民族 
5.言語 ベトナム語 
6.宗教 仏教（80％）、カトリック、カオダイ教など 
経済 
1.主要産業 農林水産業、鉱業、軽工業 
2.GDP 915 億米ドル（約 7.6 兆円）（2009 年 越統計総局） 
3.一人当たり GDP 1,064 米ドル（2009 年 越統計総局） 
4.経済成長率 5.32％（2009 年） 
5.物価上昇率 6.52％（2009 年 前年末比） 
経済協力 
1.わが国の援助実績 
（1）有償資金協力 15,199 億円（2009 年度までの累計） 
（2）無償資金協力 1,279 億円（2009 年度までの累計） 
（3）技術協力 844 億円（2009 年度までの累計 JICA 経費実績ベース） 
2.DAC 内主要援助国（2008 年、DAC 集計ベース） 
（1）日 （2）仏 （3）英国 （4）独 （5）デンマーク  

参考：各国・地域情勢, 外務省 
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3.2 ベトナム社会主義共和国における水道事業の概況 

（1） 都市部における水道事業の現状 

現在、ベトナム社会主義共和国のほとんどの都市（63 県）において浄水システム改修プ

ロジェクトがあり、このプロジェクトにより、都市部と工業地域の給水需要を満足させることが

できると考えられている。給水人口別事業体数を図 3-1に示す。2008 年時点では、給水

人口 10 万人以下の事業体が全体の約 39％を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 給水人口別事業体数 

出典：FINAL REPORT OF BENCHMARKING STUDY on Urban Water Supply Utility Performance in Vietnam for 
the period 2004-2007, ベトナム上下水道協会, 2008 

2010 年における計画 大給水量は 610 万～620 万 m3／日（1998 年比 3 倍）、都市部

の住民へ給水率は約 76％（90％以上の都市：Hai duong、Hai phong、Lang son、Nam 

dinh、Hue、60％未満の都市：Lai chau、Tuyen Quang、 Hoa Binh、 DakNong, Binh 

phuoc、 Ha giang, Kon tum）である。一人一日当たりの平均給水量は 90L／人・日であり、

ODA 資金で建設した数多くの水道インフラの効果が現れている一方で、さらなる給水率

の向上が必要となっている。 

漏水率は平均で約 30％となっており、数多くの都市が高いレベルである。（Ho Chi 

Minh 市 39％、Phu ly 34％、Dong Ha 36％以上、Bac Lieu 市 35％、Vi Thanh 市 34％）。 

図 3-2に無収水率事業体数を示す。無収水率 20～30％の事業体が半数を超えてい

る。 
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図 3-2 無収水率事業体数 

出典：『FINAL REPORT OF BENCHMARKING STUDY on Urban Water Supply Utility Performance in Vietnam 
for the period 2004-2007』（2008 年 ベトナム上下水道協会） 

水道事業への投資先は、ほとんどが浄水場であり、既存配水システムの改造、配水ネッ

トワーク拡大には至っていない。そのため、浄水場の稼働率は 77％～80％で、設計能力

の 50％～60％のところもある状況である。また、多くの都市で水質基準を満足していない

状況である。 

（2） 都市部における水道事業の開発目標 

都市水道セクターに係るベトナム社会主義共和国政府の政策指針は、都市水道開発

指針に示されている。「都市水道開発指針 2025（”orientation on Development of Water 

Supply of Urban Areas and Industtial Zones in Vietnam up to 2025”）」（2009 年 11 月 首相

決定書 1929 号（Decision No 1929/2009/QD-TTg）は、「浄水の生産・供給・消費に関する

法令 117 号」に基づいて策定され、開発の方針として「具体的な目標と指標の設定」、「目

標実現のための方策」、「関連機関との役割と責務」が示されている。 

1） 都市水道開発指針における数値目標 

都市部と工業地域への給水は近代化、工業化を促進することを目指している。そのた

めに、安定的な給水、安心できる水質、高品質で経済的な水道サービスを提供することと

している。各段階の数値目標は表 3-2のとおりである。 
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表 3-2 都市水道開発指針における数値目標 

項目 都市範疇 2015 年 2020 年 2025 年 

一人一日当たり カテゴリーⅠ～Ⅲ 120 120 120 

給水量 カテゴリーⅣ 100 120 120 

（L/人/日） カテゴリーⅤ 100 100 120 

 カテゴリーⅠ～Ⅲ 90 90 100 

給水率（％） カテゴリーⅣ 70 90 100 

 カテゴリーⅤ 50 70 100 

 カテゴリーⅠ～Ⅲ 25 以下 18 以下 15 以下 

無収水率 カテゴリーⅣ 25 以下 18 以下 15 以下 

（％） カテゴリーⅤ 30 以下 25 以下 15 以下 

 カテゴリーⅠ～Ⅲ 24 24 24 

給水時間 カテゴリーⅣ 需要と現状に 24 24 

（時間） カテゴリーⅤ 相応しい時間 同左 24 

水質基準  満足すること 同左 同左 

工業団地  水圧と水量の需

要を満足すること

  

その他    管網全体の水

圧が基準を満

足すること 
出典：ベトナム都市部における給水の現状と将来目標, Nguyen Hong Tien Ph.D（建設省技術インフラ局 局長）, 日

越水道セミナー プレゼンテーション, 2010 年 11 月 

表 3-3 都市部の範疇分け（参考） 

都市範疇 都市形態 人口規模 都  市 

特別市 大都市 150 万人以上 ハノイ、ホーチミン 

カテゴリーⅠ 国都市 50 万人～150 万人 ハイフォン、ダナ

ン、カントー 

カテゴリーⅡ 地方都市 25 万人～50 万人 フエ、ニャチャン、

他 10 都市 

カテゴリーⅢ 県都市 10 万人～25 万人 16 都市 

カテゴリーⅣ 地域自治体 5 万人～10 万人 58 自治体 

カテゴリーⅤ 地区自治体 0.4 万人～5 万人 612 自治体 

出典：政令 37 号 

2） 目標実現のための方策 

① 水源対策 

湧水と地下水を合理的に開発、利用する。ハノイ市、ホーチミン市等、特に地下水量の

限られる都市での地下水開発量を低減する。 
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② 給水システムへの投資、開発と管理 

 省と省、地域と省、都市と都市を連絡する給水計画の実施を強化する。 

 各セクターが水道事業活動への投資、開発に参加するように促進する。 

 浄水場と配水管ネットワークの建設に投資し、設計能力に対し 100％稼動とする。 

 無収水対策プロジェクトを優先する。 

 水の需要を満たし、設計能力で稼動し、漏水率を低減するように、水道事業活動

を検査、評価し、配水管ネットワークを改造、拡大する。 

 水道事業活動に関する安全規制に準じる。 

③ 水道管連規定の整備 

 給水システム建設は投資先とし、国内と海外の組織、個人からの資金を調達す

る。 

 小規模都市と住宅地における給水開発プロジェクトを支援するため、投資ができる

ように給水施設建設のための基金を設立する。 

 給水システム建設プロジェクトは規定に従う待遇、支援を得られるようにする。 

 水道料金は、投資者への返済、ビジネスの収益性を確保、投資家を誘致するため

に、正確・確実に計算されるようにする。 

 水道事業に関連する技術的な水準、基準をレビューし、整備する。 

④ 給水分野の技術、施設と設備の研究開発 

 新設の浄水場は、省エネ及び高度に自動化された近代的な技術や設備を選択

する。 

 漏水の低減、エネルギーと薬品、運営コストを削減するために、既存の浄水場を

着実に改造・アップグレードし、設備を交換していく。 

 2025 年までに水道事業の施設の自給を達成するため、高品質の施設、設備を国

内で研究、生産する。新設工事には国内で生産された高品質な設備の利用を促

進する。 

 節水型、省エネ型の給水設備を研究、生産することを優先する。 

⑤ 人材教育 

 給排水産業の専門技術者の能力、人数を向上させる。 

 専門学校を強化、拡大し、水道産業の作業員の教育レベルも向上する。 

 世界の 先端技術の研究・適用に向けて、能力がある科学者を誘致するために

水道産業の規制と環境を整える。 

 中央から地方にいたる水道事業職員の計画・管理に関する能力を強化する。 
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⑥ 給水に関する管理活動 

 給水活動の管理方法を政府から各地まで統一する。 

 政府に直属する省・市における給水活動を担当する専門機関が必要である。 

 各地域の国営企業の効率を高めるため、地域の状況に応じて管理機関を配置す

る。 

 北部、中部、南部における専門教育センターを強化、開発する。 

⑦ 教育とコミュニケーション 

 水源、給水システムと環境に関する基本的な知識を義務教育の教科書に入れる

(学生に対し、水源、給水システムの現状を見学する機会を与える) 

 日常生活における上水道の役割、給水システムに対する各組織・個人の責任等

に関する啓発活動をを強化する。 

 水道事業と水源に関連する規制、給水と水源保護の管理に関する罰則等に関す

る情報を発信する。 

3.3 個別訪問調査対象地域の概況とニーズ 

3.3.1 ホーチミン市 

（1） 概況 

1） 基本情報 

ホーチミン市はベトナム社会主義共和国南部に位置する人口 716 万人、面積 2,095 平

方キロメートルを有するベトナム社会主義共和国 大の都市である。市内には数多くの大

企業を含めおよそ 30 万社があり、ハイテク産業、電器、機械加工などに従事する市民も多

い。 

2） 水道事業体の概要 

SAIGON WATER CORPORATION（以下、SAWACO）は、1880 年にフランス国によって

ベトナム社会主義共和国 初に創設された水道局である。1945 年に比べ、給水能力は

約 10 倍、給水人口は約 18 倍となっている。現在は 8 の管理公社および 3 の浄水場管理

公社を有している。管理公社のうち 6 社は民営化しており、その株式を海外企業が購入す

ることは制度上可能となっている。 

 



平成 22 年度水道産業国際展開推進調査業務 報告書 

 14  

3） 給水状況 

年間の給水量は 1,016 千㎥/日（2005 年）であり、市内の給水率は約 78％（2008 年）とな

っている。2010 年 6 月現在の無収水率は 39.62%と高く、現在フィリピンのマニラウォータ

に委託をして継続的な無収水対策に取り組んでいる。 

4） 水道施設および水源 

浄水施設の能力は 1,550 千㎥/日であり、給水管の延長は 4,156km に及び、市内の約

85%の家庭に給水している。市内の浄水場は 5 カ所（小規模な地下水浄水施設を除く）あ

り、 大は Thu Duc 浄水場の 75 万 5 千㎥/日、 小は Tan Binh 浄水場の 7 万㎥/日であ

る。浄水量に占める水源種別の比率は DongNai 川およびSaigon 川からの取水が93.9％、

地下水の利用は 6.1％となっている。 

5） 開発計画 

水需要の増加および住民サービス向上のため、表 3-4に示す開発目標を立てている。 

表 3-4 開発目標 

項目 2015 年 2025 年 

施設能力 （㎥/日） 2,400,000 3,400,000 

管網の新設 （km） 1,393 1,015 

管網の更新 （km） 527 700 

無収水率 （％） 32 25 

6） 技術支援と国際協力 

現在、進行中の技術支援と国際協力は表 3-5、計画段階のプロジェクトには表 3-6に

示すものがある。 

表 3-5 技術支援と国際協力 

支援機関 実施期間 概  要 

Asia Development Bank（ADB） 2009～2010 無収水対策及び送配水管の整備の

F/S 

オランダ 2007～2010 管理・運営に関する人材育成 

Unaited States Trade and 

Development Agency （USTDA） 

2009～2010 ThuDuc 浄水場の浄水汚泥処理設

備の F/S 

WORLD BANK 2010～2011 基本構想 

WATER FOR LIFE（国連） 2010 貧困層への水供給事業 

韓国（釜山） 1 回/年 水道事業体の技術、事業運営につ

いての情報、課題を交換し、課題の

解決に向けて相互に支援する。 

日本（大阪、横浜） 1 回/年 同上 
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表 3-6 計画段階のプロジェクト 

プロジェクト 事業者 資金（予定） 事業範囲 
Saigon river water 
system-Phase 2 
（SG2） 

Degremont A/S 
(Denmark) & L’Eau 
Pure (France) 

Danida (Denmark) & 
Finida (Finland) 

SG2 事業の実施 

Tan Hiep 浄水場 水

質改善 
Agbar Water (Spain) スペイン政府 FS と事業実施 

海水淡水化施設の

建設 
  海水淡水化の FS 

7） 事業の健全度 

料金の収入は年々増加しており、2010 年は、1 兆 8 千億 VND（約 9 千 5 百万 US ドル）

の収入を見込んでいる。2010 年 3 月に料金を平均 4 千 7 百 VND/㎥（0.25US ドル）から

約 6 千 5 百 VND/㎥（0.34US ドル）へ約 5 割料金を引き上げた。これにより 2009 年までは

営業収支が赤字であったが、改善される見込みである。 

8） 維持管理の状況（施設・管網・その他サービス） 

地元大学と連携し、水道施設台帳システムを開発している。 

Thu Duc 浄水場では、監視システムの導入し、濁度、pH、残流塩素を監視している。監

視システムを拡張することによって管理の省力化を積極的に推進する方針である。浄水場

内の機器についてはエクセルにて、設置年、メンテナンス履歴、故障履歴を記録・管理し

ている。 

（2） 課題 

1） 事業収支の健全化 

料金収入は 2010 年に値上げを行ったが、まだ十分ではない。2013 年に更に 10％程度

の値上げも計画している。 

2） 原水水質悪化への対応 

近年の経済発展に伴い、原水水質が悪化している。WHO の水安全計画に基づき対策

を進めている 中である。あわせて原水のモニタリングシステムの整備も検討している。 

3） 水需要増への対応 

水需要の増大にあわせた浄水施設の拡張は計画中であるが、既存浄水場の近代化も

進める必要がある。 
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3.3.2 フエ市 

（1） 概況 

1） 基本情報 

フエ市はベトナム社会主義共和国中部に位置する中規模都市であり、トゥア・ティエン・

フエ省の省都である。 

2） 水道事業体の概要 

HueWACO は、1909 年に設立され、上水道の給水のほか、ボトル水の製造・販売も行っ

ており、トゥア・ティエン・フエ省全域に水道事業を展開している。 

JICA の技術協力プロジェクト「中部地区水道事業人材育成プロジェクト」の協力対象事

業体であり、横浜市水道局から専門家派遣が行われている。 

3） 給水状況 

一日の平均給水量は 7 万 5 千～9 万㎥/日（2007）であり、給水人口は 60 万人、2020

年の目標給水率として 85～90％の実現を目指している。 

4） 水道施設および水源 

浄水場を 13 ヶ所有しており、都市部を 3 ヶ所、周辺部を 11 ヶ所でカバーしている。水源

は主に表流水である。配管延長は約 17km である。 

5） 事業の健全度 

2007 年時点での収支は、全体で 49 億 VND（約 49 万米ドル）の利益を確保しており、

経営状態は良好である。水道事業の営業収入・支出はともに 720 億 VND（約 720 万米ド

ル）である。 

6） 維持管理の状況（施設・管網・その他サービス） 

漏 水 率 は 約 15 ％ と 全 国 的 に み て も ト ッ プ レ ベ ル に あ り 、 水 質 管 理 の 面 で は

ISO/IEC17025 を取得するとともに 29 項目について水質検査を実施している。また、2007

年には配水管網の 126 ヶ所において水圧および残流塩素を測定している。このような取り

組みの総決算として 2008 年 6 月にフエ市において全国で 初に安全な水宣言がなされ、

2009 年 6 月にはトゥア・ティエン・フエ省の給水地域全域において安全な水宣言を行った。

また、2008 年 4 月には Water Sefety Plan（WSP）を制定している。 
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HueWACO では従業員を社外の大学等の研究機関に派遣しており、2005～2009 年に

は 179 名の職員を派遣している。 

また、管網管理システムとして「エパネット」というフリーソフトを導入中であり、管網図お

よび家屋への給水管の接続図は AutoCAD で作図されて管理されている。 

（2） 課題 

1） 原水水質悪化への対応 

ダム水を水源として利用しているが、上流部で発電所建設の影響があり水源水質（特に

濁度）が悪化している。またマンガン、鉄の発生、臭気などの問題が発生している。 

2） IT を使った施設管理 

事業体自体は発展を続けているが、それに見合う IT 技術（施設・配水管理）を有してい

ない。導入が遅れていると考えている。 

3） 水需要の増加に伴う施設拡張資金の不足 

今後更なる発展が続くと中央直轄市になる可能性がある。また、それに伴い水需要が

増加することが想定されるが、施設拡張に必要な資金が不足することを懸念している。 

3.3.3 クァンニン省 

（1） 概況 

1） 基本情報 

クァンニン省はベトナム社会主義共和国北部に位置する、人口約 114 万人、面積約 6

千平方キロメートルの中規模都市である。省内には世界遺産のハロン湾があり、観光地と

して栄えている。省内の地形は 80％が山・丘陵地帯であり、ベトナム社会主義共和国内の

90％以上の石炭を省内から輸出している（ベトナム国の石炭輸出量は世界の輸出量の約

0.03％）。 

2） 水道事業体の概要 

Quang Ninh Clean Water one-member co., LTD（以下、QUAWOCO）は 1976 年に創設さ

れ、6 つの水道事業体と 2 つの浄水場から構成されている。クァンニン省における水道事

業関係者の組織図を図 3-3に示す。事業体の職員数は 121 名であり、うち 7 名を漏水対

策にあてている。 
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図 3-3 クァンニン省における水道事業関係者組織図 

3） 給水状況 

QUAWOCO の給水状況は表 3-7のとおりである。 

表 3-7  QUAWOCO の給水状況 

項目 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 

給水人口    （千人） 337.5 395.2 436.5 479.7 

給水率      （％） 68 67 70 73 

年間給水量 （1,000ｍ3/年） 18,261 20,857 24,062 28,647 

無収水率     （％） 31.1 29.4 28.3 27.1 

4） 水道施設および水源 

水道施設及び水源について表 3-8に示す。浄水場と井戸の総給水能力は約 14 万 1 千

㎥/日である。省内には 11 箇所の浄水場がある。水源の利用割合は地表水 82％、地下水

18％となっている。地表水は、貯水池からの取水が多くなっている。 

 

社長 

副社長 副社長 副社長 

総務部 経理部 
計画・ 
投資部 営業部 

無収対策

部 
メーター 
点検部 

技術・ 
購買部 

機械・ 
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Khe 
水道 

事業体 

Uong Bi 
水道 

事業体 

Bai 
Chay 
水道 

事業体 

Hon Gai
水道 

事業体 

Cam 
Pha 
水道 

事業体 

Dien 
Vong 

浄水場 

Mong 
Cai 

浄水場 

給水事業

管理 
事務所 

Mien 
Dong 
水道 

事業体 
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表 3-8 水道施設及び水源 

浄水場 浄水能力（m3/日） 供用年 

Doan Tinh 浄水場 5,400 1998 

Hai Ha 浄水場 3,000 2008 

Tien Yen 浄水場 2,500 2007 

Ba Che 浄水場 2,000 2009 

Dien Vong 浄水場 60,000 1978 

Dong Ho 浄水場 20,000 1983 

Hoanh Bo 浄水場 10,000 2009 

Quang Yen 浄水場 2,000 2008 

Lan Thap 浄水場 5,000 1905 

Dong May 浄水場 3,000 2000 

Mieu Huong 浄水場 10,000 1983 

5） 経営状況 

水 道 料 金 の 設 定 （ 表  3-9 参 照 ） は Quang Ninh 人 民 委 員 会 に よ る Decision 

524/2009/QD-UBND 号（2009 年 2 月 27 日付）に基づいて行われている。また、2007 年～

2009 年における収入と支出の状況は表 3-10 のとおりである。 

表 3-9 水道料金の設定 

分類 対象ユーザー VAT 抜きの料金（VND/m3） 

1 一般家庭  

1.1 初の 10ｍ3 4,000 

1.2 10ｍ3 ～ 20ｍ3 5,200 

1.3 20ｍ3 ～ 30ｍ3 6,000 

1.4 30ｍ3 以上 6,600 

2 行政機関・公共事業 5,700 

3 国有の営利目的施設  

4 製造施設（事務所用含み） 6,800 

5 サービス業・観光業・建設業 9,800 

6 船舶 14,000 
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表 3-10 収入と支出の状況（2007～2009 年） 

単位：百万 VND 

 2007 年 2008 年 2009 年 

収 総売上高 (1)+(2) 114,484 131,464 159,295 

入 (1)水道水料金 100,087 113,183 148,877 

 (2)その他の収益 14,397 18,281 10,418 

 総費用 (3)+(4) 111,189 136,573 154,680 

支 (3)生産活動にかかる費用 98,749 119,859 144,839 

出 人件費 24,745 35,802 46,044 

 電気代 11,120 12,530 15,172 

 薬品代＋水利権 1,596 2,404 3,662 

 修繕費 2,337 3,083 3,397 

 建設費＋雑費 58,950 66,040 76,563 

 (4)その他の費用 12,440 16,713 9,841 

 総売上高－総費用 3,295 －5,109 4,615 

6） 配管の状況 

配管総延長は 1,160km（口径 200mm 以上の配管延長は 196km）である。 

（2） 課題 

1） 給水区域の勾配の大きさ 

給水区域は湾と山間部の狭い地域であり、地形的に勾配が大きく水運用（ポンプの適

切な運転など）に苦慮している。 

2） 水需要増加への対応 

省内の人口が年 10％以上増加しており、水需要もそれに伴い増加している。そのため

現在の給水能力では需要を賄えない可能性がある。既存浄水施設の拡張を行わずに、

浄水効率を高めることで浄水生産量を拡大したいと考えている。 

3.3.4 日越水道セミナー／オープンイベント 

ハイフォン市コンベンションセンターにおいて、平成 22 年 11 月 26 日（金）の午前中に

行われた日越水道セミナーに続き、午後 14 時 00 分～16 時 00 分でオープンイベントが開

催された。オープンイベントのタイムスケジュールを表 3-11に、ラウンドテーブルミーティン

グの概要は表 3-12に示す。 
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表 3-11 オープンイベントのタイムスケジュール 

時 刻 発表者/イベント名 内 容 

14:00～14:10 ① 横浜ウォーター 無収水対策について 

14:10～14:20 ② 神戸市・神鋼環境 神戸市概要と神鋼環境の技術について

14:20～14:30 ③ メタウォーター 膜ろ過技術について 

14:30～14:40 ④ 安川電機 省エネ技術について 

14:40～14:50 ⑤ 東芝 配水コントロールシステムについて 

14:50～15:00 ⑥ 国際航業 GIS マッピングシステムについて 

15:00～16:00 ラウンドテーブルミーティ

ング 

技術ごとに各テーブルに分かれての質

疑応答 

表 3-12 ラウンドテーブルミーティングの概況 

No. テーマ 日本側 質疑応答内容 

1 漏 水 ・ 無 収

水対策 

横 浜 市 、 横 浜 ウ ォ ー タ

ー、JICA 

①漏水の発見方法 

②漏水量の低減方法 

③ホーチミン市の漏水の状況 

2 浄水技術 神戸市、神鋼環境ソリュ

ーション、メタウォーター 

①上水、中水、下水の考え方について 

②飲用水、雑用水の考え方について 

③浄水方式（高度処理方式）について 

3 配水コントロ

ール 

大阪市、安川電機、東芝 ①モニタリングシステムの使用する通信

方法について 

②超高層ビル用のインバータポンプに

ついて 

4 維持管理 東京都、国際航業、東邦

地下工機 

①GIS マッピングシステムについて 

②配管材料の得失について 

③推進工法及びその適用について 

3.4 水道技術の普及促進に向けたまとめと課題 

3.4.1 ベトナム社会主義共和国現地調査より抽出された課題 

ベトナム社会主義共和国現地調査より抽出された課題は表 3-13のとおりである。 

表 3-13 ベトナム社会主義共和国現地調査より抽出された課題 

No. 課題 現場で得られた意見・要望等 

1 

高 ス ペ

ッ ク 高

価格 

・現在進行中の JICA 人材育成プロジェクトの一環として多機能なマッピ

ングシステムの導入や、配水 CS＋マッピングシステムの導入の要望

を受けた。しかしながら、日本での実績では、高価で導入が困難との

意見が得られた。 

・配水管に DCIP を採用することの優位性は理解されたが、価格が高す

ぎるとの意見が得られた。 

2 

既 存 施

設 の 効

率 化 ・

・給水区域は湾と山間部の細長い地域であり、地形的にも勾配が大きく

水運用に苦慮しているため、ポンプの適正な運転を希望するという意

見が挙げられた。 
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高 機 能

化 

・水需要増に対して既設施設能力が不足しているが、施設拡張をせず

に浄水能力を高める方法が求められた。 

・水源水質の悪化に対しては、活性炭も使用しているが、原水水質のモ

ニタリングシステムの導入も検討中であった。 

・環境問題への意識の高まりを受け、排水処理施設の設置が必要とな

ってきている。トゥードゥク浄水場でも機械式脱水機を導入予定との

情報が得られた（新設 5 万 m3/日以上の浄水場には排水処理施設の

設置が義務づけられたようである）。 

3 

プロジェ

クト資金

の確保 

・IT を活用した管理システム導入に際し、ベトナム社会主義共和国の補

助が活用できるか不明であるとの意見が得られた。 

・水道施設の建設資金は国の補助と自己資金であるが、施設拡張に必

要な資金が不足する可能性がある。 

・資金調達としては、１割は国の予算、２割は自己資金、残り７割は

ODA・国内低金利ローン・投資家からの資金を検討している。 

4 

水 道 事

業 運 営

へ の 参

画 

・ホーチミン市を６ゾーンに分けて無収水対策プロジェクトを計画してい

る。このうち２つのゾーンについては PPP 手法も視野にいれ国内外に

協力を要請している。海外の投資家も興味を持っている。 

・民営化している SAWACO の子会社があり、外国企業が株を購入する

ことも法律上可能であるが、これまで興味を示す海外企業・投資家は

無かった（収支が悪いため）。 

5 

日 本 型

水 道 シ

ス テ ム

（パッケ

ージ）の

提案 

・ベトナム社会主義共和国市場展開に積極的な日本企業は既に現地

事務所を開設し、個別企業の商品、製品提案は具体性をもって行う

ことができる状況にあると思われる。 

・日本型水道システムのパッケージ商品（調査・計画・設計・資材調達・

建設・資金調達・運営）については概念的で、具体的な提案には至ら

なかった。 

3.4.2 対象地域と技術分野 

日本の水道産業が優位性を有する水道技術の導入状況を整理した結果を表 3-14に、

対象地域と技術水準を整理した結果を図 3-4に示す。 

表 3-14 各サービス・製品の都市規模別の導入状況 

水道技術 中都市 
（ハロン市） 

中都市 
（フエ市） 

中央直轄市 
（ホーチミン市）

無収水対策 
（基盤整備サービス） × ○ 

ＯＤＡ 
○ 

世銀資金 
マッピングシステム 
（発展型サービス） × △ 

ＧＩＳ未 
○ 

ＧＩＳ開発中 
配水ＣＳ 

（高水準サービス） × × × 

○：導入済み（開発中含む）、△：低スペックで導入済み（開発中含む）、×：未導入 
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図 3-4 対象地域と技術水準の分析 

ベトナム社会主義共和国水道事業体への導入状況から、「技術水準が高い地域では、

日本の水道産業が優位性を有する水道技術に対して理解があり、自分の事業体で活用し

ようという意欲がある」と判断される。 

従って、日本型水道システムを普及促進すべきは「技術水準が高い地域」である。 

3.4.3 今後の展開案 

ベトナム社会主義共和国における今後の展開案を表 3-15に示す。 

表 3-15 今後の展開案 

課 題 展 開 案 
高スペックで 
高価格な製品 
 

○現地ニーズに応じた低スペック化、シンプル化、パッケージ化によ

る低価格化（相手の予算に応じたサービスの提供：ダンピングで

はなくスペックを抑える） 
○高スペック化のニーズに応じた商品のカスタマイズ 
○資材の現地調達や現地人採用による低価格化 

短期スパンにおけ

る利益の追求 
○初期段階では、利益を期待せず低価格製品の導入により現地水

道事業体に入り込み信頼関係を構築する。 
○現地水道事業体の要求水準の向上にあわせて高スペック・高価

格の製品を段階的に導入し利益を回収していく。 
浄水施設の 
高機能化 

○水需要の増大にあわせた、既存施設の能力拡張ニーズがある。

さらに、ベトナム社会主義共和国においても環境問題に対する関

心が高まってきているため、新設浄水場では排水処理施設の設

置が義務づけられ、既存浄水場に対しても要請がでてきている。 
○現地ニーズにあわせた浄水場改造技術の開発。 
○排水処理施設として、低価格の機械式脱水機などを早い段階で

提供し、「脱水機＝日本製品」となるようにして市場を獲得する。 

少ない 多い人口 

大都市・先進型 
例：ホーチミン市 

各国の ODA によって、施設整備および

技術協力が盛んに行われている地域 

大都市・発展型 
例：ハノイ市、ハイフォン市 

 

中小都市・発展型
例：ハロン市、ハナム省 

中小都市・先進型 
例：フエ市、ダナン市 

今後の経済発展・人口増加が期待され

ておりかつ技術協力が行われている地

域 技
術
水
準 

高
い 

低
い 技術協力による市場の醸成が必要な地域 

先進ｻｰﾋﾞｽ・製品の導入による普及促進が可能な地域
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4 カンボジア王国の水道事業体個別訪問調査 

4.1 カンボジア王国の概況 

カンボジア王国はインドシナ半島の中央部に位置し、東西をタイ、ベトナム社会主義共

和国に挟まれている。面積は約 18 万平方キロメートル、人口約 1,340 万人であり、民族は

90%がクメール人である。1970 年から内戦となり、クメール・ルージュ政権下で、国家の基

礎である人材、制度、経済・社会インフラが多く破壊されてしまった。このため、カンボジア

王国が抱える課題として、経済インフラと法制度がいまだ十分に整備されていないこと、こ

れにより法の支配と透明性が脆弱で外国投資を十分に呼び込めないこと、国税収入は関

税が中心である上に徴収が徹底されておらず国家の財政基盤も脆弱であること、内戦な

どにより人材が不足していることなどが挙げられ、これらの整備が喫緊の課題となっている。

カンボジア王国の概況を表 4-1に示す。 

表 4-1 カンボジア王国の概況 

一般事情 

1.面積 約 18 万平方キロメートル 

2.人口 約 1,340 万人（2008 年政府統計） 

3.首都 プノンペン 

4.民族 カンボジア人（クメール人）90％ 

5.言語 カンボジア語 

6.宗教 仏教（一部少数民族はイスラム教） 

経済 

1.主要産業 観光・サービス、農業、鉱工業 

2.GDP 約 108 億米ドル（2009 年、IMF 資料） 

3.一人当たり GDP 774.7 米ドル（2008 年、カンボジア王国政府資料） 

4.経済成長率 10.2％ 

5.物価上昇率 5.3％（2009 年、IMF 資料） 

経済協力 

1.わが国の援助実績 

（1）有償資金協力 約 312 億円（2009 年度までの累計） 

（2）無償資金協力 約 1,385 億円（2009 年度までの累計） 

（3）技術協力 約 555 億円（2009 年度までの累計） 

2.DAC 内主要援助国（2008 年支援額）（出典：DAC2008） 

（1）日 （2）米 （3）豪 （4）仏 （5）独  

出展：各国・地域情勢, 外務省, ※のみ国別データブック 

 
カンボジア王国計画省統計局によって公表された「General Population Census of 

Cambodia 2008」によると、国内には表 4-2に示す 20 の州と 4 の特別市が存在している。 
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表 4-2 カンボジア王国の州・特別市 

州 面積（平方キロメ

ートル） 

人口（2008 年） 

カンボジア全国 181,035 13,388,910

バンティエミンチェイ州（Banteay Meanchey） 6,679 678,033

バッタンバン州（Battambang） 11,702 1,024,663

コンポンチャム州（Kampong Cham） 9,799 1,680,694

コンポンチュナン州（Kampong Chhnang） 5,521 471,616

コンポンスプー州（Kampong Speu） 7,017 716,517

コンポントム州（Kampong Thom） 13,814 630,803

カンポット州（Kampot） 4,873 585,110

カンダール州（Kandal） 3,568 1,265,085

コッコン州（Koh Kong） 11,160 139,722

クロチェ州（Kratie） 11,094 318,523

モンドルキリ州（Mondolkiri） 14,288 60,811

プノンペン特別市（Phnom Penh） 290 1,325,681

プレアビヒア州（Preah Vihear） 13,788 170,852

プレイヴェン州（Prey Veng） 4,883 947,357

ポーサット州（Pursat） 12,692 397,107

ラタナキリ州（Ratanakiri） 10,782 149,997

シェムリアップ州（Siem Reap） 10,299 896,309

プレアシアヌーク特別市（Sihanoukville） 868 199,902

ストゥントゥレン州（Stung Treng） 11,092 111,734

スヴァイリエン州（Svay Rieng） 2,966 482,785

タケオ州（Takeo） 3,563 843,931

オッドミンチェイ州（Oddar Meanchey） 6,158 185,443

ケップ特別市（Kep） 336 35,753

パイリン特別市（Pailin） 803 70,482

出典：General Population Census of Cambodia 2008, カンボジア王国計画省統計局 

4.2 カンボジア王国における水道事業の概況 

4.2.1 雨季・乾季による水源の状況 

2007 年に調査が行われ、2009 年 8 月に計画省統計局によって公表された「Housing 

Conditions 2007」によると、カンボジア王国において安全な水源とされている生活水道、公

共蛇口、深井戸、安全な浅井戸を水源としている世帯数は、雨季では 50%、乾季では

59%となる。雨季と乾季での利用している水源の違いは、雨水であり、その他の都市部、そ

の他の農村部においては、雨季に雨水を利用する世帯の割合が大きくなる。これは、雨水

を貯留する際に労力・費用ともにほとんどかからないためである。 
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図 4-1 雨季における飲料水の水源 

参考：National Institute of Statistics, Ministry of Planning, Housing Conditions 2007  
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図 4-2 乾季における飲料水の水源 

参考：National Institute of Statistics,Ministry of Planning,Housing Conditions 2007  

4.2.2 雨季・乾季による水源までの距離 

同調査によると、雨季乾季共に、水源までの距離は、ほぼ 9 割を越える世帯で、0.25km

以下となっている。プノンペン市においては、水源までの距離が 0.25km 以下である世帯

は 100%となっている。乾季において、一部のその他の都市部及び農村部において、水源

までの距離が 0.25～1.99km となる世帯が存在している。 
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図 4-3 雨季における主要な水源までの距離 

参考：National Institute of Statistics, Ministry of Planning,Housing Conditions 2007 
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図 4-4 乾季における主要な水源までの距離 

参考：National Institute of Statistics, Ministry of Planning, Housing Conditions 2007  

4.2.3 開発目標 

（1） 四辺形戦略フェーズ２（Rectangular Strategy Phase II） 

2004 年 7 月にフン・セン首相により「良き統治」を中心とし、汚職撲滅、法・司法改革、

行財政 改革 、国軍 改革 を 優先 課 題とした 国 家開発 戦略 である「 四 辺形戦略

（Rectangular Strategy for Growth, Employment, Equity and Efficiency」が発表され、戦略

の四辺（4 つの柱）のひとつである「インフラの復興と建設」の重要項目の一つには、「水

資源と灌漑システム管理」があげられた。 
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2008 年 7 月普通選挙の後に、カンボジア王国政府により「四辺形戦略フェーズ２

（Rectangular Strategy Phase II」が発表された。「四辺形戦略フェーズ２（Rectangular 

Strategy Phase II」は、法制度改革、社会経済基盤の強化、雇用創出のための国内外の投

資家への魅力創出などを優先課題とした国家開発戦略であり、世界的経済危機などを受

けて「四辺形戦略（Rectangular Strategy for Growth, Employment, Equity and Efficiency」

の内容が見直されている。戦略の四辺（4 つの柱）は変わらず、四辺のひとつである「イン

フラの復興と建設」の重要項目の一つに「水資源と灌漑システム管理」が位置づけられて

いる。 

 

図 4-5 四辺形戦略フェーズ２（Rectangular Strategy Phase II 

出典：RECTANGULAR STRATEGY - PHASE II 

（2） 国家戦略開発計画改定版（National Strategic Development Plan Update 2009-2013） 

2009 年 9 月に、「四辺形戦略フェーズ２（Rectangular Strategy Phase II」に基づく開発計

画を打ち出すため、また、国家戦略開発計画（National Strategic Development Plan）で掲

げ た 各 目 標 指 標 を 見 直 す た め 、 国 家 戦 略 開 発 計 画 改 定 版 （ National Strategic 

Development Plan Update 2009-2013）が発表された。国家戦略開発計画改定版（National 

Strategic Development Plan Update 2009-2013）では、鉱工業エネルギー省（Ministry of 

Industry, Mines and Energy、以下 MIME）による行動指針として、(1)民間セクターの参入
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を促進するため及び貧困層に保護政策と補助金を提供するために、法規則を策定して民

間とのパートナーシップを構築する、(2) 特に貧困層において公の水道事業体による水道

水供給サービスを向上する、(3)環境保護及び公衆衛生を強化するという 3 点が掲げられ

ている。 

なお、同開発計画改訂版によると、2015 年のカンボジアミレニアム開発目標は、農村部

での安全な水へのアクセス率 50%、都市部での飲料水へのアクセス率 80%であるが、

2010 年の実績値は、農村部で 45％、都市部で 85％となっている（表 4-3参照）。 

表 4-3 安全な飲料水へのアクセス率目標値 

項目 2005 年 

（実績） 

2010 年 

（実績） 

2015 年 

（計画）※

飲料水へのアクセス（都市部）％（対人口比） 75.8 85 80

飲料水へのアクセス（農村部）％（対人口比） 41.6 45 50

出典：National Strategic Development Plan Update 2009-2013, ※のみカンボジアミレニアム開発目標 

4.3 個別訪問調査対象地域の概況とニーズ 

4.3.1 SRWSA 

（1） 概況 

1） シェムリアップ州の基本情報 

シェムリアップ州はカンボジア王国北西部に位置する人口約 90 万人、面積約 1 万平方

キロメートルを有する都市である。都市部では人口約 17 万 3 千人、人口増加率約 5％、農

村部では人口約 72 万人、人口増加率約 2%であり、国内の人口ランキングでは第 6 位に

位置づけられている。人口密度は 87 人/平方キロメートル、世帯数は約 18 万戸で、平均世

帯人口は約 5 人である。 

表 4-4 シェムリアップ州の基礎情報 

基本情報 データ 

人口 896,309 人

  都市部（人口増加率） 172,843 人(5.20％)

  農村部（人口増加率） 723,466 人(1.98%)

面積 11,702 平方キロメートル

人口密度 87 人/㎡

世帯数 180,097 戸

平均世帯人口 5.0 人

国内人口ランキング 第 6 位

出典：General Population Census of Cambodia 2008, カンボジア王国計画省統計局 



平成 22 年度水道産業国際展開推進調査業務 報告書 

 30  

2） 水道事業体の組織 

水道事業体の職員数は、総裁を含めて 40 名である。組織内部は浄水部、給水部、総

務部に分類される。浄水部は 8 名で 24 時間体制である。給水部は事故対応など、総務部

は庶務などを行っている。 

3） 給水状況 

給水人口は全人口の 30%までしか達していない。2007 年以降に新しい接続は行うこと

ができておらず、申請書待ちは 1,010 件である。 

4） 水道施設および水源 

水源は 8 箇所の井戸水を利用している。以前は揚水量 8 千㎥/日であったが、現在は需

要が増え、9.5 千㎥/日となっている。使用しているパイプは、以前は PVC 管を使用してい

たが、現在は PE 管に付け替えられている。ただし JICA プロジェクトで使用されたパイプの

みダクタイル鋳鉄管が採用されている。管の口径は 350～500ｍｍのものが多い。地中の

管路等には、マレーシア製やタイ製のものが導入されている。浄水部の電気関係の設備

には日本製が採用されており、現在のところ中国製や韓国製は導入されていない。 

シェムリアップ州における現状の飲料水水源は、様々な数値が各機関より示されており、

信頼できるデータの取得は難しい状況である。カンボジア王国政府より示されたの飲料水

の水源の状況（世帯数）を表 4-5に示す。 

表 4-5 シェムリアップ州における現状のの飲料水の水源（世帯数） 

飲料水の水源 都市部 農村部 合計 

 水道(PIPED WATER) 6,143 4,066 10,209 

 深井戸(TUBED/PIPE WELL) 24,558 44,915 69,473 

 安全な浅井戸(PROTECTED DUG WELL) 1,012 13,197 14,209 

 安全でない浅井戸(UNPROTECTED DUG WELL) 953 59,390 60,343 

 雨水(RAIN WATER) 68 498 566 

 泉、河川(SPRING, RIVER) 307 17,456 17,763 

 購入(BOUGHT) 809 1,882 2,691 

 その他(OTHER) 319 4,181 4,500 

合計 34,169 145,585 179,75※
出典：CENSUS RESULT ONLINE,General Population Census 2008, カンボジア王国計画省統計局 
※同局による General Population Census of Cambodia 2008 の世帯数（表 4-4）と若干異なる 

都市部においては、水道、深井戸を水源としている世帯が多い一方で、農村部では、

安全でない深井戸を水源としている世帯数が も多い。泉や河川水を利用している世帯

数も比較的多く存在する。 

2011 年 2 月 9 日には、北九州市水道局が本邦民間企業と共同で浄水場建設の技術支



平成 22 年度水道産業国際展開推進調査業務 報告書 

 

 31

援業務を JICA から受託したと発表され、施設の設計や需要予測などを共同で請け負うこ

とになっている。3 万㎥/日の処理能力を持つ浄水場を計画しているとのことで、完成すれ

ば水道普及率が 55%に増加すると予想されている。 

5） 水道料金等 

水道料金の有収率は 97%と高い。料金滞納者には請求額に対しては 1 日あたり 1%の

追加料金の督促状を出している。このような納税者は年間 10～20 名程度である。 

6） 維持管理の状況（施設・管網・その他サービス） 

2007 年に公社化して以降、管網は全て整備済みである。管路更新費用は、年間の修

復費を予算化して維持管理業務として外注している。住民からの通報・苦情や定期的な

夜間点検（ナイトステップテスト等）などで漏水を発見しており、漏水監視システムは導入し

ていない。水道水水質は、高い水準が維持されている。 

（2） 課題 

1） 水源について 

乾季の干ばつ問題が厳しく、水源不足が課題である。新たな水源として、西バライ湖、

シェムリアップ川、井戸水、トンレサップ湖が検討されている。しかしながら、西バライ湖は

乾季の水量不足、シェムリアップ川は水質とバライ湖枯渇への影響、井戸水は 14m 以下

の掘削制限のため、今後の水源とすることは難しい。トンレサップ湖を水源とすることが現

時点では 適と考えられるが、水源まで距離があるため、水源開発に多額の資金が必要

となるという課題もある。 

2） 漏水について 

漏水率は 10%と比較的低い。漏水事故発生要因は、インフラ工事での管路寸断事故な

どがある。管路寸断事故が発生した場合、資機材の調達が困難となり、漏水対応が困難と

なる。 

一方で現在、浄水場の拡張計画が進められており、浄水場完成時の漏水量増加も懸

念されている。このため SRWSA は、漏水発見に寄与できるモニタリングシステム設置も希

望しているようである。 

3） 水道料金について 

水源拡張に向けた水道料金引き上げ計画がある。しかしながら、家庭用の水道料金が

現在の も高い水道料金を越えてしまうことが懸念されている。 
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4.3.2 BWA 

（1） 概況 

1） バッタンバン州の基本情報 

バッタンバン州はカンボジア王国西部に位置する人口約 102 万人、面積約 84 万平方キ

ロメートルを有する都市である。都市部では人口18万人、人口増加率約3％、農村部では

人口 84 万人、人口増加率約 2%であり、国内の人口ランキングでは第 4 位に位置づけら

れている。人口密度は 88 人/平方キロメートル、世帯数は約 21 万戸で、平均世帯人口は

約 5 人である。 

表 4-6 バッタンバン州の基礎情報 

基本情報 データ 

人口 1,024,663 人

  都市部（人口増加率） 180,318 人(3.28%)

  農村部（人口増加率） 844,345 人(2.07%)

面積 844,345 平方キロメートル

人口密度 88 人/㎡

世帯数 210,327 戸

平均世帯人口 4.84 人

国内人口ランキング 第 4 位

出典：General Population Census of Cambodia 2008, カンボジア王国計画省統計局 

2） 水道事業体の組織 

DIME 職員は 50 名で、水道部門には 40 名が配属されている。DIME 職員はフルタイム

の職員ではない。Director 下に Deputy Director が 2 名配置されている。さらに、Deputy 

Director 下には、会計部、商業部、技術部、ネットワーク部、行政部が配置されており、職

員数は全 39 名である。 

3） 給水状況 

BWA における給水人口と水道普及率の推移及び用途別接続戸数の推移を表 4-7及

び図 4-6に示す。2009 年度の BWA の給水人口は約 4 万人、水道普及率は 24％であり、

2006 年以降、微増傾向にある。2009 年の接続数は、家庭用約 8 千戸、商業用 180 戸、

行政機関用 68 戸である。2006 年以降の家庭用の接続数の伸びが顕著である。商業用及

び行政機関用の比率は家庭用と比較して小さく、2007 年以降は接続数に変化はない。給

水時間は 1 日につき 21～22 時間である。 
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表 4-7 給水人口と水道普及率の推移 

項目 2006 2007 2008 2009 

給水人口  24,485  38,686  39,318 42,052

水道普及率  18%  23%  24% 24%
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図 4-6 用途別接続戸数の推移 

出典：ヒアリング回答, 2010 調査 

次に、用途別給水量に関して、図 4-7に示す。2005 年以降、2008 年を除いて給水総量

は増加傾向にある。特に 2005 年から 2007 年までの給水量の伸びが大きい。2009 年度の

BWA の給水総量は 1 日あたり約 285 万㎥であり、内訳は家庭用約 133 万㎥、商業用約

40 万㎥、工業用約 36 万㎥となっている。 
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図 4-7 用途別給水量の推移 

出典：ヒアリング回答, 2010 調査 
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4） 水道施設および水源 

1963 年に建設された浄水場の 1 日の取水量は約 7 千㎥である。給水管はマレーシア

製 PE 管、周辺部品は主にタイ製（一部中国製）、メーターはタイ製である。配水管は PE 管、

DI 管、PVC 管、CI 管などの導入実績がある。水源は河川水を利用している。 

バッタンバン州における現状の飲料水の水源は、様々な数値が各機関より示されており、

信頼できるデータの取得は難しい状況であるが、カンボジア王国政府より示された安全な

飲料水の水源の状況（世帯数）を以下に示す。 

表 4-8 バッタンバン州における現状の飲料水の水源（世帯数） 

飲料水の水源 都市部 農村部 合計 

 水道(PIPED WATER) 11,802 6,020 17,822 

 深井戸(TUBED/PIPE WELL) 1,365 32,896 34,261 

 安全な浅井戸(PROTECTED DUG WELL) 1,034 6,632 7,666 

 安全でない浅井戸(UNPROTECTED DUG WELL) 3,984 40,691 44,675 

 雨水(RAIN WATER) 299 7,071 7,370 

 泉、河川(SPRING, RIVER) 7,618 61,817 69,435 

 購入(BOUGHT) 8,785 15,821 24,606 

 その他(OTHER) 784 3,083 3,867 

合計 35,671 174,031 209,702※
出典：CENSUS RESULT ONLINE,General Population Census 2008、カンボジア王国計画省統計局 
※同局による General Population Census of Cambodia 2008 の世帯数（表 4-6）と若干異なる 

 

都市部では、水道を水源としている世帯数が も多く、次いで水を購入している世帯、

泉や河川水を利用している世帯の順となる。農村部では、泉、河川水を水源としている世

帯及び安全でない深井戸を水源としている世帯数で全体の半数を超える。 

5） 水道料金等 

2010 年現在、BWA における水道料金体系は、使用用途に係らず 1 ㎥当たり 1.5 千 Riel、

接続料は 58.5 万 Riel である。水道料金の決定は MIME が設定し、BWA で独自に設定

することはできない。 

同州における有収率及び無収水率の推移を図 4-8に示す。2009 年度の有収率は

73％、無収水率は 27％であり、2005 年以降、2007 年を除いて有収率は増加傾向にある。 
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図 4-8 有収率及び無収水率の推移 

出典：ヒアリング回答, 2010 調査 

BWA の 2007 年から 2009 年における財政収支の推移及び財政収支の内訳を、図 4-9

及び表 4-9に示す。収入額は、2008 年に減少し、2009 年には増加している。また、支出

の推移は 2007 年以降、減少傾向にある。 
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図 4-9 財政収支の推移 

出典：ヒアリング回答, 2010 調査 

2007 年と比較して 2008 年の収支の差額が拡大している要因は、2008 年のその他の収

入の減少、及び修繕費・その他の支出の増加が考えられる。また、2008 年と比較して 2009

年に収支の差額が縮小している要因は、歳入の増加、及び修繕費・その他の支出の減少

が考えられる。 
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表 4-9 財政収支の内訳 

  2007 2008 2009 

収入 (Riel) 3,053,122,730 2,894,125,500 3,176,310,500

歳入 2,640,582,000 2,845,525,500 3,132,310,500

その他収入 412,540,730 48,600,000 44,000,000

支出 (Riel) 3,530,609,369 3,674,142,586 3,722,439,167

労務費 128,101,482 156,163,852 186,679,800

電力費 1,256,361,400 720,645,950 949,002,950

薬品費 245,599,000 339,884,440 448,518,600

修繕費 176,708,837 347,391,330 278,274,800

その他支出 1,723,838,650 2,110,057,014 1,859,963,017

収支 -477,486,639 -780,017,086 -546,128,667

出典：ヒアリング回答, 2010 調査 

6） 水質 

概ね良好である。ただし、原水は、色度・濁度ともに大きく基準値を超えている。また、

浄水には、マンガンのみ基準値を超えている。 

（2） 課題 

1） 水源について 

現水源は河川水で、乾季の枯渇、雨季の高濁度化という課題を抱えている。このため、

水資源省の ADB 事業で上流と下流に堰（貯水池）を整備する計画が進められているが、

導水延長が長距離となることで、多額の費用がかかることが懸念されている。 

2） 漏水について 

2009 年までは漏水率 30%であったが、2010 年には 20%まで改善されている。改善要因

は、老朽管更新及び JICA 人材育成による漏水箇所修繕への適切な対応が挙げられる。

今後は、漏水率 20%以下とするために表面漏水対策以外の対応が必要となる。このため、

監視システムの導入等も検討されており、漏水改善に向けた積極的な姿勢が伺える。 
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4.3.3 SWSA 

（1） 概況 

1） シアヌークビル州の基本情報 

シアヌークビル州の基礎情報を表 4-10に示す。シアヌークビル州はカンボジア王国南

西部に位置し、人口約 20 万人、面積約 850 平方キロメートルを有する都市である。都市

部では人口約 9 万人、人口増加率約 3％、農村部では人口約 11 万人、人口増加率約 2%

であり、国内の人口ランキングでは第 16 位に位置づけられている。人口密度は 230 人/平

方キロメートル、世帯数は約 4 万戸で、平均世帯人口は約 5 人である。 

表 4-10 シアヌークビル州の基礎情報 

基本情報 データ 

人口 199,902 人

  都市部（人口増加率） 89,846 人(2.98％)

  農村部（人口増加率） 110.056 人(2.13%)

面積 868 平方キロメートル

人口密度 230 人/㎡

世帯数 40,478 戸

平均世帯人口 4.9 人

国内人口ランキング 第 16 位

出典：General Population Census of Cambodia 2008, カンボジア王国計画省統計局 

2） 水道事業体の組織 

SWSA の職員は 47 名、うち 1 名は女性である。職員の人材育成プログラムには、プノン

ペン水道公社への研修や、JICA のフェーズ 2 による専門家受入などがある。 

3） 給水状況 

給水状況は 7 千 4 百世帯、約 6 万 8 千人で、メーター設置数は 4 千個を超える。水需

要は増加傾向で供給不足が発生しており、民営水道（ANKO）からの水購入で対応してい

る。 

4） 水道施設および水源 

浄水場の設計能力は 1 万㎥/日であるが、プレイトック湖の水量の問題により実際の生

産量は 6 千㎥/日に留まっている。水量不足の問題から、取水ポンプは 1 日平均 18 時間

のみ動作しており、6時間分は民営水道から水購で対応している状況である。しかしながら、

民営水道の水源はクバルチャイ(滝)で、民営水道自身も給水区域を保有しているため、

1.5 千㎥/日以上の水購入は困難な状態である。 
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管路は、以前は DI 管と PE 管の両方を採用していたが、2000 年以降はほぼ全ての管路

でマレーシア製の PE 管を採用している。DI 管は、以前はフランス製であったが、その後中

国製を採用している。水道メーターはマレーシア製（KENT）を採用している。水道メーター

の更新規定はなく、故障時に都度更新としている。メータボックスは国内製のコンクリートボ

ックスである。 

シアヌークビル州における現状のの飲料水の水源については、様々な数値が各機関よ

り示されており、信頼できるデータの取得は難しい状況である。カンボジア王国政府より示

されたの飲料水の水源の状況（世帯数）を表 4-11に示す。 

表 4-11 シアヌークビル州における現状のの飲料水の水源（世帯数） 

飲料水の水源 都市部 農村部 合計 

 水道(PIPED WATER) 5,615 3,155 8,770 

 深井戸(TUBED/PIPE WELL) 2,246 2,655 4,901 

 安全な浅井戸(PROTECTED DUG WELL) 4,231 3,736 7,967 

 安全でない浅井戸(UNPROTECTED DUG WELL) 3,144 10,525 13,669 

 雨水(RAIN WATER) 21 210 231 

 泉、河川(SPRING, RIVER) 151 2,147 2,298 

 購入(BOUGHT) 2,927 3,508 6,435 

 その他(OTHER) 18 367 385 

合計 18,353 26,303 44,656※
出典：CENSUS RESULT ONLINE,General Population Census 2008, カンボジア王国計画省統計局 
※同局による General Population Census of Cambodia 2008 の世帯数（表 4-10）と若干異なる 

都市部では、水道を水源としている世帯が も多く、次いで安全な浅井戸、安全でない

浅井戸の順となっている。一方、農村部では、安全でない浅井戸を水源としている世帯が

も多い。 

5） 水道料金等 

水道料金は従量制を採用しており、0～7 ㎥は 1.5 千 Riel/㎥、8～15 ㎥は 1.8 千 Riel/

㎥、15 ㎥以上は 2 千 Riel/㎥となっている。また、SWSA に水道料金決定権はなく、MIME

と市に決定権がある。水道料金は、利用者が SWSA に直接支払う。未納者に対しては、

滞納してから 57 日間の延滞猶予期間が供与されるが、延滞猶予期間を超過した場合は

断水措置を取る。2010 年調査時点で、約 4 千個のうち 120 個は未納しているとのことであ

った。なお、民営水道からの水の購入価格は 1 千 Riel/㎥である。 

6） 水質 

概ね良好である。ただし原水は、BWA と同様に色度・濁度及びマンガン・銅が基準値を

上回ってい場合がある。浄水は、マンガン及び銅のみ基準値を上回っている場合がある。 
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（2） 課題 

1） 水源について 

乾季は、水不足が深刻な問題となっている。水源のプレイトック湖は、貯水総量が 60 万

㎥であり、今後の水需要に対応できないという問題がある。このため、SWSA は、水需要の

拡大に対して、民営水道からの用水購入で対応するのではなく、浄水能力拡大により対

応したいと考えている。しかしながら、クバルチャイとプレイトック湖以外の水源は、一部で

水溜まりがみられるものの、規模の問題より新たな水源としては不向きであると考えられて

いる。また、井戸水は、用水購入と比較して、鉄分が多く処理費用が高額となるという問題

がある。このように、今後の水需要に対応した水源確保が困難な状況にある。 

一方で、人口増加や観光客増加による原水の水質悪化が問題となっている。さらに、浄

水が老朽管を通過して供給されることによる水質悪化も問題となっている。 

2） 漏水について 

SWSA の供給エリアは、水圧の差（2m、7m、10m）で 3 種類に分類できる。特に水圧が

高いエリア（港周辺）は漏水問題が深刻となっている。SWSAは漏水対策として、老朽管更

新、水圧管理、水道メーター管理を考えている。水道メーター管理では、現時点では水道

メーターの性能が悪く、水圧が高すぎて送水量と集金率を正確に把握できていないため、

今後はより高性能な水道メーターの導入を検討中している。 

3） 財務状況について 

水道事業収支としては、①無収水率（Non Revenue Water、NRW）約 17%、②水道料金

回収率の低さ、③薬品費の高騰、④電気代の高騰という問題を抱えており、順調ではない。

特に④電気代の高騰が も深刻で、財政を大きく圧迫している。電気代を も使用するプ

ロセスは、取水時である。 

4.3.4 日・カ国水道セミナー／オープンイベント 

プノンペン市ラッフルズホテルにおいて、平成 22 年 12 月 16 日（木）午前中に開催され

た日・カ国水道セミナーに続き、午後 14 時 00 分～16 時 00 分でオープンイベントが開催

された。オープンイベントのタイムスケジュールを表 4-12に、ラウンドテーブルミーティング

の概要を表 4-13に示す。 
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表 4-12 オープンイベントのタイムスケジュール 

時 刻 発表者/イベント名 内 容 

14:05～14:08 ① 株式会社クボ

タ 

・ダクタイル鋳鉄管について 

・タタメタリックスと株式会社クボタの JV で 2009

年10月カラプールにできた新しい工場について

14:09～14:12 ② 株式会社シン

クフリー 

・計測、モニタリング、データ化などの得意分野

について 

・漏水管理における保有技術の有用性 

14:13～14:17 ③  株 式 会 社 ユ

ニ・エレックス 

・北九州市の企業で昨年カンボジア支店を開設

したことについて 

・電気工事、帯電盤、電気機器の販売について 

14:18～14:21 ④ 栗本商事株式

会社 

・給水装置、分水栓、継手、水道メーター逆止

弁、強化プラスチック製マンホール、メータボック

スなどの保有技術・製品の紹介 

14:22～14:28 ⑤ 国際航業株式

会社 

・GISによる水道マッピングシステムの紹介とデモ

ンストレーション 

・断水被害のシミュレーション 

14:29～14:32 ⑥ 日立造船株式

会社 

・重工業や規模の大きなものづくりの紹介 

・ゴミ処理、下水に関する技術や、地下水・河川

水・海水から水をつくる技術などの環境技術の

紹介 

14:33～14:36 ⑦ メタウォーター

株式会社 

・水道普及率と有収率の向上について 

・模型を用いたセラミック膜技術の紹介の案内 

14:33～14:36 ラウンドテーブルミ

ーティング 

2 部屋 3 グループに分かれて意見交換 

表 4-13 ラウンドテーブルミーティングの概況 

No. テーマ 日本側 質疑応答内容 

1 漏 水 ・ 無

収水対策 

国 際 航 業 株 式 会

社、メタウォーター

株式会社 

①ソフトウェアの仕様について 

②電子地図の作成について 

③膜技術と費用について 

2 浄水技術 株式会社シンクフリ

ー 、 株 式 会 社 ユ

ニ・エレックス 

①計測機器・設備の仕様について 

②現地仕様への対応について 

③技術導入について 

3 配水コント

ロール 

株式会社クボタ、

栗 本 商 事 株 式 会

社、日立造船株式

会社 

①水質に関する問題について 

②導入済み機器の点検依頼 

③技術カタログ及び価格表の依頼 

④ポンプ調達の商談 
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4.4 水道技術の普及促進に向けたまとめと課題 

4.4.1 現地調査より抽出された課題 

（1） 水源について 

各事業体で、水源に関する問題が確認できた。特に、乾季の水源不足は深刻であり、

対策が必要である。また、人口増加に伴う将来的な水需要の増加が予測されており、一年

を通じて安定した水供給が行える環境整備が喫緊の課題といえる。 

（2） 漏水について 

各事業体において年々、漏水率は改善傾向にあるものの、依然として SRWSA は 10％、

BWA は 20％と高い値となっている。SWSA は、今年度調査にて 2010 年度の漏水率のデ

ータを入手することができなかったが、ヒアリングより漏水問題が深刻であるとの情報を得

た。JICA による研修の成果もあり、各事業体において漏水対策に対する意識は高くなっ

ているようであり、今後、管路改修や人材育成といった投資にも期待できると考えられる。 

（3） 無収水について 

水道料金の有収率は、SRWSA は 97％、BWA は 73％、SWSA は 81%であり、事業体

によって差がある。SRWSA と比較して、BWA、SWSA は有収率が低くなっており、今後、

改善していく必要がある。また、今後各都市において、水源拡張計画を実施するにあたり、

水道料金の引き上げも検討されており、無収水の改善が求めらている。 

（4） まとめ 

（１）～（３）より、現地が抱える課題は水源問題、漏水問題、無収水問題の 3 つに集約で

きた。当該分野は、自然環境の厳しい日本において、従来から自治体や水道企業等が高

い技術を有している分野である。また、日本では、これらの個々の技術をトータルのシステ

ムとして活用して、水道事業の効率化・付加価値向上に向けた取り組みも行っている。今

後は、現地が抱える各課題に対して、日本が保有している技術とノウハウを、現地に適応

し普及させていくことが可能であると考えられる（図 4-10参照）。 
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図 4-10 現地の課題と日本が保有する技術 

4.4.2 水道技術の普及促進に向けた課題 

前項では、現地調査より抽出された課題及び日本の技術の普及可能性について述べ

た。本項では、現地調査及びオープンイベントを通して抽出された、技術を普及させてい

くための課題を述べる。普及促進に向けた課題は、大きく以下の 3 点に集約できる。 

 現地仕様への対応 

 コスト競争力の強化 

 営業機会の埋没 

各項目に対して、現場で得られた意見・要望を表 4-14に示す。 

表 4-14 水道技術の普及促進に向けた課題 

No 課題 現場で得られた意見・要望 

1 

現 地 仕
様への対
応 

・ 多くの事業体から、地域の事情や事業体の設備の現状などを把握し
た上で、事業体ごとの事情に見合う機材を検討して欲しいとの要望
を受けた。現地の実情に合う提案が一層求められている。 

・ 日本企業に期待していることは人材育成と技術移転であるとの説明
を受けた。同時に、日本の技術レベルはカンボジア王国の生活水準
と比較すると高すぎるとの意見を受けたため、今後は、現地の実情
にあった技術や人材育成を行っていく必要がある。 

2 

コ ス ト 競
争力の強
化 

・ 良質な飲料水を得るためには、原水をフィルターに何回も通す必要
があり、コストが増加してしまうことに関する指摘があった。技術力と
現地に似合ったコストのバランスを検討する必要がある。 

・ 現地事業体で導入している水道メーターは、日本製と比較して低価
格であった。安価な海外製品が採用されている中で日本製品を普
及させていくためには、コスト競争力を強化する必要がある。 

3 
営 業 機
会の埋没 

・ 日本企業に対する直接営業の要望や仲介業者を挟まないメーカー
からの直接調達の要望を受けた。営業機会が埋没の現状が伺える。

現地調査より抽出された課題 
 
 
 １）水源問題 ２）漏水問題 ３）無収水問題 

日本が保有する技術・解決策 

配水コントロールシステム 

小規模分散浄水技術 

急速ろ過 緩速ろ過 

無収水対策 膜ろ過 
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4.4.3 今後の展開案 

（1） 今後の展開案 

カンボジア王国における今後の展開案を表 4-15に示す。 

表 4-15 今後の展開案 

課 題 展 開 案 

現地仕様への対応 ○ 現地の技術仕様に関する情報を収集し、その仕様に合わせ

て技術開発を行う。 

○ 日本の水道技術の仕様の現地標準化を官民一体となって推

進する。 

コスト競争力の低下 ○ 多少高くても良い品質を求める国や事業体を対象に絞り、ビ

ジネスを行う。 

○ 良い品質のものと普通以下の品質のものを組み合わせてト

ータルで提案する。 

○ 各社が技術面で連携し、マッピング技術、IT 技術、管網技術

等を組み合わせトータルコストで提案する。 

○ ODA を案件形成のきっかけとして活用し、具体の案件形成

を行う。 

営業機会の埋没 ○ 収集する情報や提案する内容を明確にし、現地駐在員を置

いて、営業活動や人脈形成、情報収集を行う。 

○ 他分野・他目的で既に現地に駐在して活動をしている邦人と

協力関係を構築し、営業機会創出に向けた具体策を検討す

る。 

1） 現地仕様への対応 

現地仕様に対応していくためには、現地で現在採用されている仕様に関する情報を収

集し、その仕様に合わせて技術開発を行うことは必要不可欠であるが、水道技術の仕様

の現地標準化を官民一体となって推進することで、日本の仕様を相手国側に導入してい

くことが重要となると考えられる。日本では、今後、世界的な成長が期待され、同時に日本

が高い技術を有する 7 分野で国際競争力獲得に向けた国際標準化が推進されており1、7

分野の 1 つに水が含まれている。今後も、官民一体となって国際標準化を進めていくこと

で、現地仕様へ対応していくことが重要となる。 

2） コスト競争力の低下 

現時点で、コスト競争力で日本企業が諸外国と戦うことは大変厳しい状況である。しかし

ながら、多少高くても良い品質を求める国や事業体が少しずつ増えていると思われるため、

                                                        
1 知的財産推進計画 2010, 知的財産戦略本部, 2010.5.21 
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このような相手を絞ってビジネスを行うことが、一つの手段として考えられる。また、高品質

の商品と普通以下の品質の商品を組み合わせてトータルで提案することや、各社が技術

面で連携し、マッピング技術、IT 技術、管網技術を組み合わせてトータルでコストも含めて

提案することも一つの手段である。また、ODA を導入編として活用し、ビジネス機会を広げ

ることも可能である。 

3） 営業機会の埋没 

営業機会を創出するため、現地駐在員を設置し、営業活動や人脈形成、情報収集を行

うことが、手段として考えられる。この際、数社で本邦企業が共同出資して、現地駐在員を

置くことも一つの手段である。また、既に現地に駐在して他分野・他目的で活動をしている

邦人と協力関係を構築することも一考の余地がある。いずれの場合においても、どのよう

な情報を収集して何を現地に提案するかなどが具体的に明確になっていることが、前提

条件である。 

（2） 実施体制の考察 

前項で示した展開案を実施するための体制を図 4-11 に考察する。厚労省や政府関係

機関らが主体となって、水道技術の現地標準化やトップ営業を推進する。その一方で水

道事業体は技術協力等を継続する。民間企業は、現地駐在員を設置し、営業活動や情

報収集を行うことで営業情報を得る。民間企業数社共同で現地事務所を設立し、現地駐

在員の人件費及び経費を共同で負担する。この他、民間企業と水道事業体の連携、厚労

省、現地在外交官（水のアタッシェ）、JWWA らによるバックアップやフィードバックなど、関

係各者での協力関係の構築が重要となる。 
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図 4-11 実施体制 

A 社 

B 社 

事業体 A 

MIME 

事業体 B 

人件費
経費 

営業活動 

人脈形成 

事業体 C 

厚労省 

JWWA 

現地標準化 

DIME 水団連

事業体 A 

事業体 B 

事業体 C 

連 

携 

カンボジア側 日本側 

営業情報

水道事業体 水道事業体 

民間企業 

バックアップ 

C 社 

フィードバック

現地事務所出向

JWRC 

技術協力・専門家派遣・受入等
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5 日本型水道システムの普及促進のための連携方策の検討 

 日本型水道システムのアジア地域への普及促進を図るため、わが国の関係機関、事

業体、民間企業と、各国の研修機関や水道協会等との連携のあり方について、図 5-1に

示すフローによって検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 検討フロー 

「５.１各国の水道関連機関のニーズ・課題の抽出」では、既存文献調査や国内関係者

へのヒアリングを通して各国の関係機関の現状を整理し、わが国との連携を図る上で留意

すべきニーズと課題を抽出した。また、インドネシア共和国（以下、インドネシア）訪問調査

５.１ 各国の水道関連機関のニーズ・課題の抽出 
 
 
 ５.１.１各国の研修機関の現状と課題 ５.１.２各国の水道協会の現状と課題 

５．２ 普及促進のための連携方策の検討 

５.２.１連携のあり方検討 

５.２.２海外展開ネットワークに求められる機能の検討

５.２.３海外展開ネットワーク構築に向けた留意点 

５.３ 今後の具体化に向けて 

５.１.３ インドネシア共和国訪問調査

・現状と課題の整理 
・具体の連携方策の検討 

５.３.１連携体制のケーススタディ 

５.３.２具体化に向けた日本国内の役割の整理 

５.３.３具体化に向けた次年度以降のステップ 



平成 22 年度水道産業国際展開推進調査業務 報告書 

 

 47

を実施し、関係機関の実状を把握するとともに、インドネシアのニーズに応じた具体的な

連携方策を整理した。 

「５．２普及促進のための連携方策の検討」では、日本型水道システムの普及促進を図

るための方策として、既存の研修機関等とのネットワーク連携のあり方を検討し、さらに海

外展開ネットワークが担う機能及びネットワーク構築に向けた留意点を整理した。 

「５.３今後の具体化に向けて」では、インドネシアにおける連携体制のケーススタディを

踏まえて、今後の具体化に向けた日本国内の役割の整理及び次年度以降のステップを

検討した。 

5.1 各国の水道関連機関の概要と連携課題 

5.1.1 各国の研修機関の概要 

（1） 研修機関の設置概要 

国際協力機構（JICA）は、1980 年代半ば以降、タイ、インドネシア、エジプト、ベトナム、

カンボジアにおいて、水道事業に携わる途上国人材の育成を目的とした技術協力が実施

された。タイ、インドネシア、ベトナムでは、事業体から独立した訓練センターが建設された

（表 5-1 ～表 5-3 参照）。これらは、研修センターの建設及びセンターでの研修プログラム

の実施によって、将来の水道システムに携わる人材であるセンター職員の能力強化を目

指すものであった。 

表 5-1 タイの訓練センター概要 

機関名 タイ水道技術訓練センター 
National Waterworks Technology Training Institute （NWTTI） 

技 術 協 力 実 施
期間 

フェーズ I：1985 年～1991 年 
フェーズ II：1994 年～1999 年 

概要 タ イ の 水 道 事 業 体 で あ る MWA （ Metropolitan Waterworks 
Authority：首都圏水道公社）、PWA（Provincial Waterworks Authority：
地方水道公社）が、水道部門の技術向上と人材育成を図るため、
JICA の協力を得て設立した。 

合計 4 ヶ所の訓練センターがあり、バンコク、チェンマイ、コンケンの
3 ヶ所は JICA 無償資金協力で建設し、ソンクラはタイ側の資金で建設
された。 

○中央訓練センター（CTC）：バンコク 
○地方訓練センター（RTC）：チェンマイ、コンケン、ソンクラ 

フェーズ I では、「水道計画」「水道経営」「浄水及び水質管理」「配
水管の維持管理」「電気・機械設備」といった分野での基本的な技術
移転、またフェーズ II では、より高度な技術の移転を目的とした
NWTTI の教育訓練、研究開発、情報交換機能の強化を目的に行わ
れた。 

 
特徴 ・ 漏水探知ヤードによる漏水探知技術訓練の経験は、その後、インド

ネシア、エジプト、ベトナムの訓練センターにて活かされている。 
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・ JICA のスキームを用いて周辺国を対象に第 3 国研修事業が実施さ
れている。 

・ WHO 等の拠出を得て周辺国の研修生を受入れた研修事業を行な
っている。 

参考：キャパシティ・ディベロップメントに関する事例分析 水道人材育成分野,  JICA, 2008 

表 5-2 インドネシアの訓練センター概要 

機関名 水道環境衛生訓練センター 
Water Supply and Environmental Sanitation Training Center 
(WSESTC) 

技 術 協 力 実 施
期間 

1991 年～1997 年 

概要 水道だけでなく生活排水、ごみ処理までを含んだ訓練センターとし
て 1990 年に無償資金協力により設立された。インドネシア国内には訓
練センターが 2 箇所存在するが、日本の支援によりジャカルタ近郊の
ブカシに建設された水道環境衛生訓練センターは、現在西側地域（ス
マトラ、ジャワ）を担当し、世銀の支援によって設立されたスラバヤにあ
る訓練センターは東側地域（パプア、カリマンタン、スラマン）を担当し
ている。 

センターの活動内容は以下の通り。 
・再活性化プラン策定に必要な情報の収集・分析 
・各種事業の実施計画の策定 
・各実施計画及び運営体制をとりまとめた再活性化プランの策定
・カウンターパートが独自に再活性化プランを策定・改訂・実施す
るために必要な技術・知識の習得 

・再活性化プラン実施に必要な機材の整備、センターの管理シス
テム（研修、試験分析室）の確立 

・センターの機能を活かした、水道環境衛生状況の改善に貢献
するための制度（公的資格認定制度等）に関する提案の実施 

 現在の研修プログラムのテーマは「給水計画」「管路敷設」「漏水管
理」「浄水場の維持管理・運営」「水質モニタリング」「揚水および導水
設備の運転」「機械・電気の維持管理・運営」「浄水の維持管理・運営
の経営」「カスタマーサービスとマッチング」の 9 つとなっている。 

特徴 ・ プロジェクト終了後、アジア経済危機や地方分権化によって水道・
環境衛生分野の技術者の育成に関わる体制が大きく変化し、2010
年まではセンターの所管が公共事業省から離れた。その結果、セ
ンターの研修予算が大幅に削減され活動状況は低迷していた。
2010 年に所管が公共事業省人間居住総局に戻り、予算の増加と
活動の活発化が期待されている。 

・ 2010 年のスタッフは 40 名ですべてインドネシア人である。トレーナ
ーは大学や研究機関などの外部から 32 名、スタッフ兼務者が 8 名
だが、今後 20 名程度のオランダ人トレーナーを雇用する予定となっ
ている。 

・ 日本の協力によって設立したWSESTCを再活性化するために必要
な経営改善・組織改善にかかる協力の要請が、インドネシア政府よ
り提出されている。 
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表 5-3 ベトナムの訓練センター概要 

機関名 上水道訓練センター 
Water Sector Training Center(WSTC) 

技 術 協 力 実 施
期間 

2000 年～2003 年 

概要 建設第二大学校（ホーチミン）に上水道訓練センター（WSTC）を設
置した。 

長短期専門家派遣、センター職員の本邦研修、機材供与（パイプラ
イン布設ヤード、漏水探知ヤードを含む）が行われ、給水計画・給水管
理・無収水対策分野の研修能力の強化が図られた。 

特徴 ・ ベトナム政府建設省は、中部地区において都市建設大学校フエ分
校（フエ市）に隣接して新たな水道研修センターを設立することを
2009 年 11 月に決定し、わが国に支援要請を出している。 

参考：キャパシティ・ディベロップメントに関する事例分析 水道人材育成分野, JICA, 2008 

（2） 各国の研修機関との連携に向けた課題 

これらの訓練センターの建設を伴った技術協力は、現在でも以下の課題を抱えている

のが現状である。 

 JICA プロジェクトの終了後、施設や資機材の維持管理や研修講師の人件費など、

施設運営にかかわる費用の捻出に難を抱える 

 水道の実務に関する講師の確保など持続的な運営に苦慮している 

JICA はこのような課題に鑑みて、1990 年後半以降、エジプト、カンボジア等で訓練セン

ターの建設を伴わない技術協力プロジェクトを行っている。エジプトでは北九州市・大阪市

が、カンボジアでは北九州市・横浜市が研修等を実施してきた。これは、規模やその国へ

の影響力の大きい都市部の事業体への直接的な技術移転を行うスキームに移行し、都市

部事業体にある研修部署の強化と、地方の水道職員が研修プログラムを利用する仕組み

の整備を行うものである。この他、2000 年以降、ベトナム上水道技術訓練プログラムの一

環として、東京都・名古屋市・北九州市・横浜市・札幌市が、水道技術・経営の研修能力

の向上を目的として、ベトナムにおいてもシラバスやカリキュラム、テキストの作成等を実施

してきた。さらに横浜市は、2010 年 6 月から 2013 年 5 月まで、ベトナム国中部地域都市上

水道事業体能力開発プロジェクトとして、ベトナムのフエを中心に、水安全計画に関する

水道事業体の人材育成を実施することになっている2。 

一方で、訓練センターは、運営、維持管理の課題解決への取り組みも行っている。イン

ドネシアの WSESTC は、オランダによるトレーナー人材支援の他、ドイツによるキャパシテ

ィビルディングなど、二国間援助による組織運営体制の強化を行っている。また、1990 年

代には、日本も厚労省・東京都・大阪市・名古屋市などが、人材開発とセンターの自立支

                                                        
2 横浜市水道局ホームページ参照 
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援を目的に研修を実施している。また、タイの NWTTI にもいても、1980 年代後半から

1990 年代にかけて、日本が研修を実施してきた。近年では、タイの NWTTI 技術協力プロ

ジェクトのカウンターパート機関の一つである MWAや、ベトナムの建設省第 2 建設大学校

は、東京都水道局、ソウル市上水道事業本部（韓国）、K-Water（韓国）、台北自来水事業

所（台湾）といったアジア諸都市の水道事業体をメンバーとし、各メンバー同士の人材育

成や研修手法等の情報交換や課題の共有によって水道事業のレベルアップを目指す「ア

ジア水道事業体人材育成ネットワーク」に参加している。 

このように、日本がアジア各国に設立した訓練センターは、資金や資機材、技術の提供

といった支援を受ける段階から、自らの訓練プログラムのレベルをいかに向上させるかを

模索する段階に移行している。今後日本がこれらの訓練センターとの連携を図る上では、

このような訓練センターのニーズを踏まえたアプローチが必要と考えられる。 

5.1.2 アジア各国の水道協会の概要 

（1） 水道協会の設置状況 

アジア各国には、国内の事業体を束ねる水道協会のような組織体を有しない国も存在

する。そのような国では、規模の大きな事業体が国際活動への参加を通して各国との連携

を担っているのが現状である。 

表 5-4に、各国の水道協会の設置状況を示す。 

表 5-4 各国の水道協会の設置状況 

国名 組織体名 概要・活動内容等 
ベトナム ベトナム上下水道

協会 
Vietnam Water 
Supply and Sewage 
Association 
(VWSA) 

・ 建設省の関連機関として 1988 年に設立 
・ メンバーは上水道会社（約 70 社）、下水道会社

及び都市清掃会社（約 80 社）、上下水道の設
備・機械・機器供給・製造会社(約 70 社)、コンサ
ルタント会社等(約15社)、大学・専門学校等(約8
校) (下水道グローバルセンター資料参照) 

・ 上水道部門、下水道部門、商工サービス部門の
3 部門で構成される 

・ 水道分野の地方支部は、北部、中部、南部、ホ
ーチミン市の 4 ヶ所に置かれている 

・ 内務省の決定書によってその役割や活動、機能
などが新しく規定されている 

・ 主な活動目的は、上下水道セクターに関係する
企業、政府関係者、従業員、幹部、科学者など
のすべての組織を一つにまとめ、協会員の知識
やスキルの向上と情報交換を促進すること 

・ 下水道に関して、日本下水道協会に対する情報
交換のニーズを表明している(下水道グローバル
センター資料参照) 
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インドネシア インドネシア水道
協会 
Indonesian Water 
Supply Association 
(PERPAMSI) 

・ PDAM 間の互助組織的連合体として 1972 年に
設立 

・ 合計402の事業体が加盟しており、東南アジアで
は 大規模の水道協会 

・ 研修、セミナー、ワークショップを開催している 
・ その他、月報の発行、WEB サイトの運営、水道

情報センター/図書館の運営、水道料金徴収支
援などを行っている 

タイ 存在しない － 
カンボジア 存在しない － 

（2） 各国の水道協会及び事業体による国際協調の取り組み 

1） 水道事業体パートナーシップ（WOPs） 

2000 年のミレニアム開発目標として設定された「2015 年までに、安全な飲料水を継続的

に利用できない人々の割合を半減する」という目標を達成するため、2004 年に国連「水と

衛生に関する諮問委員会」が国連事務総長直属の独立諮問機関として設立された。委員

会は、第 4 回世界水フォーラム（2006 年 3 月）で発表された「橋本アクションプラン」に基づ

き、6 つの重要分野のひとつとして「水事業体パートナーシップ（WOPｓ：Water Operators 

Partnerships）」の取組みを世界の各地域で推進している。 

国連「水と衛生に関する諮問委員会」は、「橋本アクションプラン」の実施はアジア開発

銀行、アフリカ開発銀行、イスラム開発銀行等の機関など世界各地域の開発銀行が支援

することを求めているが、これらの地域機関と連携しながら水事業者間の地域レベル、世

界レベルでのネットワークによる能力向上を目指すことを目的に、国連人間居住計画

(UN-HABITAT)が WOPs の世界事務局を務めている。 

UN-HABITAT は、国連事務総長の指令に基づき、世界レベルでの WOPs 関連活動の

促進と調整を目的にした「GWOPA：Global Water Operators’ Partnerships Alliance」を

2007 年に立ち上げた。GWOPA は、カナダ、スウェーデン、ノルウェー、オランダ等からの

支援を受ける「水と衛生信託基金（the Water and Sanitation Trust Fund）」から予算を捻出

し、特に都市圏域の貧困層への安全な飲料水供給と衛生設備の継続的利用を目的とし

た活動を行っている。また UN-HABITAT は、2009 年の第 5 回世界水フォーラム以降、国

際水協会（IWA）との間で WOPs プログラムを通じた各地域での知識共有、情報交換及び

事業体間の連携強化についての協力を実施している。 

アジア地域では、アジア開発銀行が日本特別基金により融資された「地域技術支援：ア

ジアにおける水事業体パートナーシップ支援」を通じて、「世界水パートナーシップ

（GWP：Global Water Partnership）」との共同で、以下の４つの戦略を採用する WOPs プロ

グラムを実施している。 
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 水道事業体ネットワークの形成（Formation of Water Utilities Network） 

 絶 え 間 な い 改 善 と ベ ン チ マ ー キ ン グ （ Continuous Improvement and 

Benchmarking） 

 ２水道事業体間の連携（Twinning of Water Utilities） 

 トレーニングワークショップ（Training Workshop） 

現在、アジア地域において WOPs プログラムを積極的に実施しているのは次の 3 水道

事業ネットワークである。 

a） 東南アジア水道事業体ネットワーク（SEAWUN：Southeast Asian Water Utilities Network) 

インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの 7 ヶ国 12

水道事業体により 2002 年 8 月に設立された。そのプログラムは、WOPs の支援を得て実施

されることになり、2011 年 2 月時点でのメンバー数は計 91 事業体に拡大している。各国の

SEAWUN 参加事業体数は表 5-5のとおりである。 

表 5-5  SEAWUN 参加事業体数 

国名 事業体数 

インドネシア 9 

タイ 2 

ラオス 8 

マレーシア 19 

フィリピン 27 

シンガポール 1 

合計 91 

SEAWUN では、事業体の業務サービスを測る指標として給水状況に関する指標、水道

施設の維持管理に関する指標、水道関係職員の人材に関する指標、財務に関する指標

の４指標をベンチマーキングとして、それらの向上を図るプログラムを実施しており、メンバ

ー事業体間の情報交換によって上水管理に関わる全体的な業務レベルの向上を目指し

ている。 

b） 南アジア水道事業体ネットワーク（SAWUN：South Asian Water Utilities Network） 

バングラデシュ、ブータン、インド、モルディブ、ネパール、パキスタン及びスリランカの 7

か国 23 事業体をメンバーとして、2007 年 4 月に設立された。 

c） 中央アジア・南コーカサス水道事業体連合（CASCWUA：Central Asia and South 

Caucasus Water Utilities Association） 

アルメニア、アゼルバイジャン、グルジア、カザフスタン、キルギス共和国、タジキスタン

及びウズベキスタンの 7 か国 13 事業体をメンバーとして、2007 年 11 月に設立された。 



平成 22 年度水道産業国際展開推進調査業務 報告書 

 

 53

2） WaterLinks 

さらに、アジアにおける WOPs の活動を支援するパートナーシップとして、USAID、IWA

及び ADB の共同によって WaterLinks が設立された。WaterLinks の主要な活動内容は次

の３点となっている。 

 専門家派遣水事業体と、アジアの事業体及び水・衛生事業に係る地方自治体間

における 2 事業体間パートナーシップ（twinning partnerships）を仲介・助長する 

 ワークショップ、会議及びトレーニング行事といった水事業体の能力開発活動を

計画する 

 WOP イニシアティブ及び 優良事例に関する知識ハブウェブポータル（WOP の

手引き、トレーニング、ツールキット及びその他の能力開発の材料、パートナーに

よって計画された WOP 関連の予定行事の収集・普及）を開発・維持する 

2 事業体間パートナーシップについては、表 5-6に示すような事業体の組み合わせによ

る専門家派遣と受け入れが行われている。 

表 5-6 WaterLinks による 2 事業体間パートナーシップ 

受入事業体 国名 専門家派遣事業体 対象分野 開始年

Bac Ninh Water Supply and 
Sewerage Company Ranhill Utilities Berhad マレーシア 

無収水及び
漏水対策 

2008 

Ha Long Urban Environmental 
Management Indah Water Konsortium マレーシア 浄水施設 2008 

Hai Phong Sewerage and 
Drainage Company Indah Water Konsortium マレーシア 

汚水処理管
理 

2010 

Binh Duong Water Supply 
Sewerage Environment Company 

Phnom Penh Water Supply 
Authority カンボジア 

無収水及び
漏水対策 

2009 

Thua Thien Hue Water Supply 
Company 

Yokohama Waterworks 
Bureau 日本 水質管理 2009 

Danang Water Supply Company Manila Water International 
Solutions フィリピン 水質管理 2009 

Da Nang Water Supply Company Haiphong Water Supply One 
Member Company, Ltd. ベトナム 

無収水及び
漏水対策 

2009 

Khanh Hoa Water Supply and 
Sewerage Co 

ベトナム 

Macao Water Supply Co 中国 水質管理 2012 

Surabaya Water Supply 
Enterprise/PDAM Kota Surabaya Ranhill Utilities Berhad マレーシア 

継続的水道
供給 

2009 

PDAM Tirtanadi Medan Indah Water Konsortium マレーシア 
公衆衛生の
普及促進 

2009 

PDAM Tirta Musi Kota Palembang Penang Water Supply 
Corporation マレーシア 

継続的水道
供給 

2010 

PDAM Kota Surabaya Manila Water Company フィリピン 
都市部貧困
層への供給 

2010 

PDAM Tirtanadi Medan 

インドネシア

Maynilad Water Services, Inc. フィリピン 
都市部貧困
層への供給 

2010 

City of Phnom Penh カンボジア City of Iloilo フィリピン 
公衆衛生の
普及促進 

2008 

Provincial Waterworks Authority タイ 
Korea Water Resources 
Corporation 韓国 水質管理 2010 
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Wastewater Management 
Authority 

King County Wastewater 
Treatment Department 米国 浄水施設 2009 

Provincial Waterworks Authority Ranhill Utilities Berhad マレーシア 
無収水及び
漏水対策 

2008 

Provincial Waterworks Authority Ranhill Utilities Berhad マレーシア 水質管理 2009 

Metro Cebu Water District City West Water District オーストラリア 
無収水及び
漏水対策 

2009 

Davao City Water District Ranhill Utilities Berhad マレーシア 
無収水及び
漏水対策 

2009 

Maynilad Water Services, Inc. 

フィリピン 

Indah Water Konsortium マレーシア 
衛生環境対
策 

2010 

Thimphu City Corporation ブータン 
Malé Water and Sewerage 
Company Pvt. Ltd. モルディブ 

無収水及び
漏水対策 

2009 

Yancheng China Water Company 中国 
Metropolitan Waterworks and 
Sewerage System フィリピン 

ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞ
ｽ向上 

2009 

Maharashtra Jeevan Pradikharan インド Ranhill Utilities Berhad マレーシア 
継続的水道
供給 

2009 

Karachi Water and Sewerage 
Board パキスタン Puncak Niaga (M) Sdn Bhd マレーシア 浄水施設 2009 

Dhaka Water Supply and 
Sewerage Authority 

バングラデ
ィッシュ 

Korea Water Resources 
Corporation 韓国 水質管理 2009 

National Water Supply and 
Drainage Board スリランカ 

Jamshedpur Utilities and 
Services Company Ltd. インド 

無収水及び
漏水対策 

2009 

出典：http://www.waterlinks.org/partnership-database 

（3） 各国の水道協会との連携に向けた課題 

上記のように、各国の水道協会は、WOPs や WaterLinks の活動に参加することで、情報

の共有化や技術アドバイスなどの支援に注力している。しかしながら、各国の水道協会は、

終的には自国全体の水道供給のレベルアップを目指していることから、財政運営、施設

の老朽化など特に地方に多くみられる課題への対応へのニーズが高い。都市部の事業

体は財政面や人材面にある程度余力があるため、WOPs や WaterLinks の活動に参加す

ることで各国の情報や技術の収集が可能であるが、財務・人材上の制約の大きい地方部

の事業体にとっては、これらのグローバルな活動への積極的な参加は困難である。そのた

め、都市部以外の事業体にとっては、各国内の水道協会を中心とした情報ネットワークが

唯一の拠り所となっている状況である。 

今回のベトナムへの訪問調査で対象としたクァンニン省は、ベトナム上下水道協会から

の推薦によるものであったように、各国の水道協会は、都市部以外の事業体に対する支

援へのニーズが高い。今後、各国の水道協会等の組織との連携の強化を図る上では、今

後の水道普及および発展が見込まれる都市を起点として、情報や技術を如何に地方レベ

ルまで普及させるかが課題と考えられる。 

5.1.3 インドネシア共和国訪問調査 

インドネシア共和国訪問調査（以下、インドネシア訪問調査）では、WSESTC（水道環境

衛生訓練センター）及び PERPAMSI（インドネシア水道協会）を訪問し、活動状況及び連
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携ニーズについて調査した。合わせて政府関連機関等を訪問し、今後の日本型水道シス

テムの普及展開を見据えた基礎情報収集、及びインドネシアにおける具体の連携方策の

検討を行った。 

（1） インドネシアの概況 

インドネシアの概況を表 5-7に示す。1945 年にオランダより独立し、初代大統領はスカ

ルノ、第 2 代大統領はスハルトと、長期政権が続いた。現在は、ユドヨノが第 6 代大統領と

してインドネシア共和国を統治している。人口は 2 億人を超え、中国、インド、アメリカに次

ぐ世界第 4 位の人口を保有しており、その大半はマレー系である。また、首都のジャカルタ

には 900 万人を超える人口が集中している。 

近年ジャカルタ市内では、地下水の引き上げに起因した地盤沈下問題が深刻化してい

る。地盤沈下箇所のリハビリ事業が実施されているが、水道普及率の増加によって地下水

の揚水量を減少させることが喫緊の課題となっている。 

表 5-7 インドネシア共和国の概況 

一般事情 

1.面積 約 1,890,000 平方キロメートル 

2.人口 約 231,000,000 人（2009 年政府推計） 

3.首都 ジャカルタ 

4.民族 大半がマレー系（ジャワ、スンダ等 27 種族に大別） 

5.言語 インドネシア語 

6.宗教 イスラム教 88.6％、キリスト教 8.9％（プロテスタント 5.8％、カトリッ

ク 3.1％）、ヒンズー教 1.7％、仏教 0.6％、儒教 0.1％、その他

0.1％ 

（インドネシア共和国中央統計局統計） 

経済 

1.主要産業 鉱業（石油、LNG、アルミ、錫）、農業（米、ゴム、パ-ム油）、工業

（木材製品、セメント、肥料） 

2.GDP 5,613 億ドル（インドネシア政府統計） 

3.一人当たり GDP 2,590 米ドル（インドネシア政府統計） 

4.経済成長率 4.5％（インドネシア政府統計） 

5.物価上昇率 2.8％（インドネシア政府統計） 

経済協力 

1.わが国の援助実績 

（1）有償資金協力 1,139.4 億円（2009 年度） 

（2）無償資金協力 34.4 億円（2009 年度） 

（3）技術協力 79.7 億円（2009 年度）（JICA 経費実績ベｰス） 

2.DAC 内主要援助国（2007 年 OECD/DAC） 

（1）日 （2）豪 （3）独 （4）米 （5）オランダ 

参考：各国・地域情勢, 外務省 
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（2） インドネシアにおける水道事業の概況 

1） 全国の水道普及状況 

インドネシア内の水道接続戸数は約 874 万戸、国内普及率は約 14%である。インドネシ

アの水道公社は PDAM と呼ばれ、PERPAMSI によると 2011 年 2 月時点の PDAM 数は

402 である。浄水の総生産能力は約 16 万ℓ/sec.、水道料金の平均値は 1,673Rp./㎥である。

水道事業の総雇用者数は 5 万人を超えている。（表 5-8参照） 

表 5-8 水道事業の概況 

国内接続戸数 (as of June 2010)※１ 8,741,297

国内普及率(2009) ※１ 14.6%

PDAM 数※１ 402

総生産能力※２ 160,654ℓ/sec.

水道料金（平均）※２ 1,673Rp./㎥

総雇用者数※２ 50,840
※1 出典：Problem Mapping of Indonesian Water Utilities, 現地収集資料,  2011 
※2 出典：DIREKTORI PERPAMSI 2010, PERPAMSI,  2010 

2） PDAM の健全度 

PDAM の経営の健全度を表 5-9に示す。経営の健全度の評価項目は、「財務」、「経営

管理」、「技術」に大別される全 13 項目で、各項目についての評価をもとに点数を付け、重

み係数を乗じた総得点によって 3 段階に区分している3。 

表 5-9 PDAM の健全度 

PDAM 指標 <経営の健全度> 2006 年※１ 2009 年※2 

健全（Healthy） 44 103

不健全（Unhealthy） 111 115

劣悪（Sick） 91 119

未調査（Unaudit） 72 65

計 318 402
※1 出典：Criteria for Evaluationg the Performance of Drinking Water Company,  BPPSPAM 
※2 出典：BPPSPAM ホームページ,  PDAM パフォーマンス一覧 

2006 年と 2009 年で、健全（Healthy）、不健全（Unhealty）、劣悪（Sick）の PDAM 数を比

べると、経営が健全な PDAM が増加し、劣悪な PDAM が減少している。しかしながら、

2009 年には国内の PDAM 総数が増加していることを考慮すると、経営が劣悪な PDAM の

割合は 2006 年からほとんど変化していない。したがって、事業体の経営状態は全体的に

は徐々に改善の方向に向かっていると言えるものの、経営が劣悪な状態の PDAM の経営

改善がはかどっていないことが課題として伺える。 
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図 5-2 PDAM の健全度の変化（2006 年、2009 年） 

（3） 水道事業に関する主要関連機関 

現地調査によって訪問した関係機関の概要及び関係性を整理する。 

1） 関連機関の概要 

a） 公共事業省人間居住総局（Cipta Karya） 

全国の水道事業を統括する官庁である。省内には、居住開発局、建設人材局、人間居

住総局、水資源総局、空間計画総局、高速建設・維持管理総局等の局が存在しており、

水供給分野は人間居住総局の下部組織である水供給開発局が所管している。また、国家

中期開発計画(2010~2014)に基づく水道、道路、運輸、エネルギー、廃棄物など 11 の分

野の公共セクターPPP プロジェクトのうち水資源開発分野及び上水道分野に関しては、水

供給開発局がとりまとめ、PPP プロジェクトの承認やブルーブックと呼ばれる「PPP Book 

2010」の発行を行う国家開発計画省国家開発庁(BAPPENAS)への申請を行っている。 

b） 全国上水道システム開発援助庁（BPPSPAM） 

公共事業省直轄機関であり、PDAM 及び民間事業体のモニタリング機能を有している。

毎年、モニタリング結果を公共事業省及び地方公共団体の長に提出し、PDAM に対する

改善提案を行っている。また、各 PDAM に対し 5 カ年計画報告書の提出を求めており、こ

の報告書内容に従って各 PDAM の健全度評価を行っている。 

                                                                                                                                                                   
3 Criteria for Evaluationg the Performance of Drinking Water Company, BPPSPAM 

2006 年 

経営が健全な
PDAM

14%

経営が不健全な

PDAM

34%経営が劣悪な

PDAM

29%

未調査のPDAM

23%

2009 年 

未調査のPDAM

16%

経営が劣悪な

PDAM
29%

経営が不健全な

PDAM

29%

経営が健全な

PDAM

26%
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c） インドネシア水道協会（PERPAMSI） 

全国 402 の事業体(うち 10 は民間企業が経営)を会員に抱え、インドネシアの上水道に

関する施策目標の達成を支援することを目的に、人材育成、研修、制度運用促進を主な

活動としている。会員が集合する主なイベントは、隔年で 2 月に開催される総会、毎年 7

月に開催される交流促進を目的としたスポーツ大会、毎年 11 月の支部総会がある。 

d） 水道環境衛生訓練センター（WSESTC） 

公共事業省人間居住総局秘書室が管轄する研修機関である。インドネシア内には水道

関連の訓練センターが 2 か所存在するが、ブカシに位置する水道環境衛生訓練センター

は 1990 年に日本の支援により設立され、西側地域（スマトラ、ジャワ）を担当している。東

側地域（パプア、カリマンタン、スラマン）を担当する訓練センターはスラバヤを担当してい

る。 

2） 各機関の関係 

各機関へのヒアリング調査を通じて確認した、上水道事業に関する各機関の関係性を、

PDAM との関連に沿って以下に整理する。 

a） PDAM のモニタリング・指導 

 PDAM に対して監視の義務を負う BPPSPAM と、PDAM を会員として組織される

PERPAMSI との間には、制度上の関係性はないが、PDAM の運営に関する

MOU(Minutes of Understanding)を結んでおり、協調的な助言を行うこととなって

いる。ただし、ヒアリング調査によって、MOU は形式的なものにとどまっているとの

実態が把握された。 

 BPPSPAM は PDAM を所管する地方政府に対しても助言を行っている。 

b） PDAM の研修 

 ブカシ及びスラバヤの訓練センターがそれぞれの管轄エリアの PDAM を対象とし

た研修を実施しており、これらの研修は BPPSPAM が監視している。 

 WSESTC は、設立当初は公共事業省人間居住総局の所管であったが、日本の

技術協力プロジェクトの支援の終了以降 2010 年までは公共事業省の所管を離れ、

Secretary General の Bureau of Education に所管が移っていた。現在は公共事業

省人間居住総局秘書室に所管が戻り、予算の大幅な増加に伴う研修の充実が計

画されている。 

 PDAM を会員として構成される PERPAMSI も、独自の研修を行っているが、

BPPSPAM や WSESTC の研修プログラムとの直接的な関連、役割分担はない。 
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c） PDAM を対象とする PPP プロジェクト 

 公共事業省人間居住総局水供給開発局は、BPPSPAM から提出される PDAM に

関する報告を基に、PPP プロジェクトの選定や必要な手続き等を行っている。ただ

し、各 PPP プロジェクトの意思決定者は、中央・地方の政府関係者等で構成され

プロジェクト毎に設置される委員会であり、中央政府は手続きや制度設計、関心

のある他国関係機関への広報活動等の間接的な支援を行っている。 

水道事業に関する主要省庁及びその他関連機関の関係図及び本調査での訪問先を

図 5-3に示す。 
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図 5-3 関連機関の関係図及び本調査での訪問先 

出典：現地調査・ヒアリング結果より作成
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（4） ニーズと課題の整理 

ヒアリング調査で得られた、今後の上水道分野の取組みに関するニーズと課題を整理

する。 

表 5-10 インドネシア訪問調査で得られた意見・要望 

No ニーズ/課題 現地で得られた意見・要望 

１ PPP プロジェ

クトへの対応 
・ インドネシア政府は、ミレニアム開発目標のターゲットとして 2015

年の給水人口率を 70%と設定しているが、現状都市部 45%、農

村部 10%の給水人口率を目標にまで引き上げるには、12 兆

rps(約 1,100 億円)が必要とされている。しかし、政府予算ではそ

の 3 割しか充当できないため、残り 7 割の資金調達の一つの手

段として PPP プロジェクトを政府全体で進めている。 
・ PPP プロジェクトに関する日本への期待として、人間居住総局水

供給開発局からは 新設備の浄水場整備が挙げられた一方

で、PERPAMSI からは給水プロジェクトに特化すべきとの意見が

あった。 
2 PPP プロジェ

クト以外の現

地 ニ ー ズ へ

の対応 

・ PDAM は、Business Plan(経営計画)の未策定、漏水問題、運営

管理の非効率など多くの問題を抱えている。これらの多くを抱え

る郊外部、農村部への対応が大きなニーズとなっている。 
・ これらの課題は PPP プロジェクトのスキームでは対処できないた

め、漏水管理などについて、日本への期待が高いことがわかっ

た。 
3 研 修 セ ン タ

ーの活用 
・ 研修センターの設備更新のニーズがあることがわかった。 
・ また、日本の水道技術指針を参考としたいという要望もあった。 
・ WSESTC を日本企業が技術研修などを実施する立場として利

用することは可能であることがわかった。 
4 二国間の連

携促進 
・ PERPAMSI と JWWA との連携など、既存の取組みが継続してい

る一方で、研修センターへの支援や関与は近年行われていな

い。 
・ インドネシア政府側にも日本の事業体や関係者が個別にコンタ

クトを取っている状況であり、窓口の一本化へのニーズがあるこ

とがわかった。 

（5） 今後の展開案 

現地のニーズ及び課題への対応を個別に整理し、日本型水道システムの普及展開を

見据えた今後の展開案を検討した。 

1） PPP プロジェクトへの対応 

PPP プロジェクトはインドネシア政府のニーズ、関心が高く、全国の PDAM への水道技

術の普及展開の観点からもその影響は非常に大きい。そのため、日本として、PPP プロジ

ェクトの関与や邦人企業による直接的な参加のメリットがあるものと考えられる。 
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インドネシア政府は PPP プロジェクトへの参加協力を欧米、アジアの各国に対して募っ

ている状況であり、公共事業省人間居住総局は、各国の参加状況、要望の取りまとめや

適切な配分を行う役割を持っている。そのため、仮に日本企業が興味を示すプロジェクト

があった場合、各国の競争相手との競合に挑むだけでなく、インドネシア政府との調整、

交渉も重要となる。また、現地ヒアリングにより、PPP プロジェクトが網羅されているブルーブ

ックの内容は随時変更される場合があることがわかった。PPP プロジェクトとしての成立が

難しい場合は、ODA 型のスキームなど PPP 以外の手法で課題解決を図る場合もあると考

えられる。 

そのため、日本としてＰＰＰプロジェクトに関与、参入する場合は、インドネシア政府から

PPP プロジェクトの内容や進捗状況、政府保証制度に関する 新かつ確実な情報を継続

的に収集し、インドネシア政府の窓口である公共事業省人間居住総局との連携、調整を

密に行うことが、参入リスクの軽減や PPP 以外のスキームでの対応を図る上で重要となると

考えられる。 

2） PPP プロジェクト以外の現地ニーズへの対応 

ＰＰＰプロジェクトで対象とならない地方都市や農村部でも、漏水対策や運営管理など

の日本型水道システムで課題解決が図られる可能性の高い技術へのニーズは高い。その

ため、現地の個別課題、状況、ニーズに応じたきめ細やかな対応が必要となる。 

このためには、BPPSPAM や PERPAMSI など PDAM への影響力のある機関との連携を

図り、現地ニーズの把握や、日本側と PDAM との調整を図ることが効果的と考えられる。 

3） 研修センターの活用 

人材育成に関してはオランダやドイツなどが二国間援助で支援している状況だが、日

本型水道システムの普及の上では、 新設備の導入を図り、 新の技術やシステムに応

じた研修プログラムの更新など、ソフト面での支援の余地はあると考えられる。 

このため、ODA 型の資器材供与のみならず、邦人企業の現地参入の足掛かりとしての

研修センターの活用を踏まえた資金確保方策など、研修センターの今後の利活用スキー

ムを見据えた支援方策を検討する必要がある。 

4） 二国間の連携促進 

上記のとおり、日本側の関連機関や団体、事業体、企業は、様々な協力、支援の形態

を利用してオール日本としてインドネシア側に働きかけることが効率的と考えられる。連携

の足掛かりとして、PERPAMSI とＪWＷＡなどの既存の連携形態を活用しつつ、今回訪問

した機関との連携を継続的に強化していくことが効果的と考えられる。 
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5.2 普及促進のための連携方策の検討 

5.2.1 連携のあり方検討 

ベトナム、カンボジアでの現地水道事業体との個別面談やオープンイベントのプロモー

ション活動、インドネシア訪問調査でのヒアリングを通じて、日本の高い技術力へのニーズ

が再確認された。これは、JICA の技術協力型の支援によって提供される資機材や水道技

術のノウハウ等がアジア各国で活用されてきていることを示す。そのため、今後は支援の

継続性という課題への対応や具体の事業に対する支援が求められる段階に入っていると

考えられる。 

JICA によるプロジェクト支援や研修などをきっかけとして、日本はアジア各国と、水道協

会同士、あるいは個別の事業体同士といった個別の機関、組織ごとの連携を継続、強化

してきた。このような横軸連携によるアジア各国とのつながりは、今後の日本型水道システ

ムの普及展開を図る上で大いに活用されるべきと考えられる。 

一方で、日本型水道システムのアジア各国への普及促進をビジネスの観点からみると、

日本企業が現地参入を目指す上では、ビジネスの鉄則とされる「現地」「現物」「現実」の

三現主義が重要であることが改めて浮き彫りとなった。日本国内の水道産業界は、海外の

水メジャーと異なり専門化、分業化されており、事業運営などのノウハウや実績は事業体

に頼らざるを得ない。そのため、日本型水道システムの普及促進には、国内の関係機関、

事業体、民間企業が縦軸連携を行うことで、これら「三現」に関する情報を共有化し、わが

国の強みである「安心・安全」を提供できる日本型水道システムを現地ニーズに合わせた

形で浸透させていくかが求められる。 

以上のことから、日本型水道システムの普及促進に向けた今後の課題は、次の 2 点に

集約される。 

 自治体の有する水道施設の維持管理・事業経営のノウハウだけでなく産業界の水

道技術や製品も含めてアジア各国の事業体や研修機関等に普及していくための

方法が必要 

 日本型水道システムのモデルを現地のニーズに合わせた形で継続的に普及して

いくための日本側の体制構築が必要 

図 5-4に日本型水道システムの普及促進に向けた現状と課題のイメージを示す。 
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相手国側日本側

厚労省厚労省 相手国
政府

相手国
政府

ＪＩＣＡＪＩＣＡ

水道協会

事業体
水道

事業体

水道協会

研修機関

ＧＧベースの連携

資機材・技術

ノウハウ提供

事業体同士の連携

協会活動での連携

水道
産業界

縦
軸
連
携
が
課
題

ビジネス展開が課題  

図 5-4 日本型水道システムの普及促進に向けた現状と課題のイメージ 

１点目の課題に関しては、近年加速している北九州市、横浜市、東京都などの自治体

による個別の取り組みを、対象国への普及の足がかりとして活用することが効果的である。

これらの自治体は、独自に民間企業との連合体を形成し、これまでの JICA 研修等を通じ

て築いてきた各国の主要都市の事業体との関係を活用しながらビジネス進出を図ってい

る。これらの取り組みをきっかけとし、日本側の足並みを揃えて主要都市以外の事業体や

国全体への水道技術や製品の普及を効果的に後押しするための方策が求められる。 

このためにも、2 点目の課題として挙げた日本側の縦軸連携の体制構築が必要となる。

国によっては日本の事業体が現地の事業体と連携を強化している段階に入っている国も

あれば、その段階に至る手前で日本側との連携方策を模索する段階の国もあり、各国の

水道事業の熟度に応じた対応が求められる。日本型水道システムの普及の効果の 大

化を図るには、個別の機関や組織ごとの横軸連携ではなく、日本側の各機関が狙いの共

有、戦略の協調によって、相手国側との一体的な連携強化を図ることが望ましい。そのた

め、日本国内の関係機関や事業体、民間企業の連携を担う一元的な海外展開ネットワー

クの仕組みづくりが必要である。 

海外展開ネットワークの構築による日本及び相手国のメリットを、表 5-11に整理する。 

表 5-11 海外展開ネットワークの構築による日本及び相手国のメリット 

 相手国側 日本側 

メリット ・ 自国の水道事業がレベルアップされ

る 

・ 日本方式の管理システム、日本品質

が導入されることで、安全・安心の付

加価値が向上する 

・ 水資源の効率的運用が進む 

・ 配水管理、経営管理など水道事業経

営の自立（独立採算性）度が高まる 

・ 浄水管理が促進され、各国が目指す

MDGs の実現が期待される 

・ 日本の水道技術の普及促進の基盤
となる 

・ 邦人企業や邦人団体の海外展開が
進み、日本の水道産業の活性化・経
済効果が期待される 

・ アジア各国での水道技術基準の整
備の際に、ジャパンスタンダードの導
入を図ることができる 

・ アジアの中の日本の優位性を確立
し、世界の水問題に率先的に取り組
むことで、日本の水安全保障に貢献
できる 
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5.2.2 海外展開ネットワークに求められる機能の検討 

日本型水道システムの普及促進を目指すために海外展開ネットワークが担うべき機能

を、図 5-5に示すように、①相手国側の課題やニーズに関する情報の集約、②日本型水

道システムの海外展開方策の確立、③相手国側への日本の技術の広報・普及、という 3

つのステップに分けて整理する。 

【機能①：相手国側の情報の集約】 

展開を図る上で窓口となる相手国機関の把握 

 情報収集先となる関係機関や今後の普及活動の連絡調整先など、相手

国の関係機関の実情を把握する 

現地事業体の課題やニーズに関する情報収集 

 日本型水道システムが対応可能な現地事業体の課題やニーズ、他国の

支援状況等の情報を収集する 

【機能②：海外展開方策の確立】 

日本側の自治体や産業界への情報提供 

 日本の技術に関心のある事業体の日本側への紹介、現地の課題やニー

ズの情報提供を行う 

相手国や現地事業体のニーズと日本側の戦略の照合 

 関心を示す事業体や企業による展開方策の戦略策定の調整を図る 

【機能③：日本型水道システムの広報・普及】 

2 か国間の連絡調整の窓口 

 相手国の関係機関と、日本側の水道事業体、企業との連絡調整を行う 

日本の技術の広報 

 日本の水道技術情報に関する現地での広報活動を行う 

海外進出後の支援 

 邦人企業が現地活動を始動、展開するために必要な支援・バックアップ

（邦人企業による現地人材の教育訓練など）を行う 

図 5-5 連携のあり方検討 

これまでの日本による各国の訓練センター等への支援実績や、水道協会、個別事業体

の既存の横軸連携のつながり等は、普及促進の足がかりとしてだけでなく、現地のニーズ

や課題に関する情報の収集や日本型水道システムの優位性をアピールする上でも有効

であると考えられる。 
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各国の訓練センターや水道協会とのこれまでの技術協力の成果、実績の活用を踏まえ

た上で、海外展開ネットワークを通じた日本型水道システムの普及促進に向けた連携方

策案を以下に示す。なお、水道協会との連携方策案では、今までに現地国の水道協会と

交流実績がある JWWA の既存ネットワークを起点にしていくことを想定している。 

【訓練センターとの連携方策案】 

 日本型の研修用資機材の導入によって、日本製品への関心を高める 

 実務レベルの研修として産業界からも講師派遣を行い、日本製品の理解促進を

図る 

 施設の維持管理、運転管理、漏水検知等についての人材育成プログラムを提供

することで、日本型水道システムのメンテナンス面での浸透を図る 

 利用者サービスや料金徴収などを含めた水道事業の運営（経営）に関する研修

及び人材育成プログラムを提供することで、日本型水道システムのソフト面での浸

透を図る 

 技術基準の策定への関与を深め、日本の水道技術の現地標準化を推進する 

 将来的に、邦人企業の現地人材育成の場として活用する 

 日本国内の JICA や国内水道事業体の研修施設と提携し、技術交流や人材交流

を行う 

 技術交流だけでなく、日本の歴史や文化の紹介といった文化交流を実施すること

で、日本への理解を促進させ、安全・安心な日本製品の普及を図る 

【水道協会との連携方策案】 

 日本型水道システムの紹介パンフレット等を配布し、事業体の日本型水道システ

ムへの認知度を高める 

 日本の民間企業主催により、製品紹介やデモンストレーションによるプロモーショ

ンを開催する 

 各国の水道協会が主催する研修に日本側の民間企業が参加し、製品等の PR と

ともに具体の案件形成の議論の機会を設ける 

 各国の水道協会で事業体の案件情報を集約し日本企業に発信・PR する 

 日本のライバルとなりうる他国（中国や韓国など）の製品の導入実績や事業運営

経験がある事業体をターゲットとして、日本型水道システムのメリットを強調しなが

ら売り込み、隣人事業体も含めて日本型水道システムのファンを拡大する（例えば

ホーチミン市など他国の製品等の導入実績がある自治体は、他国の製品等のデ

メリットも熟知しているため、日本型水道システムのメリットに関する理解度が高い） 

 農村部や、都市部の低所得者層の居住地などへの安定的な水道供給など、規模

の大きい事業体以外をターゲットにしたプロモーションを推進し、日本型水道シス

テムのメリットを PR する 
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5.2.3 海外展開ネットワーク構築に向けた留意点 

３つの機能を担うネットワークの構築に向けては、図 5-6に示すように、日本国側とアジ

ア各国の現地側にそれぞれ活動を担う組織の形成が必要となると考えられる。 

なお、相手国によっては、上水道の開発整備を担う省庁は下水道や衛生環境なども担

当している場合もある。上水道分野だけでなく他の関連分野も含めたトータルパッケージと

してのシステム普及展開も見据え、日本側の体制では関連分野を管轄する関係省庁との

連携も重要となる。日本国内の関係機関や事業体、民間企業の連携を担う一元的な組織

体形成に向けた留意点を以下に示す。 

 国、地方自治体、業界団体、民間企業の責務と役割の明確化を担う、組織の公平

性、独立性が求められる 

 日本側と相手側の各機関同士の連携や、JICA、専門家派遣等で協力してきた水

道事業体等との調整を行う、全体的なマネジメント能力が求められる 

 組織体の継続的な運営のための資金の確保が必要となる 
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図 5-6 海外展開ネットワークイメージ 

次に前項で検討した海外展開ネットワークを通じた日本型水道システムの普及促進に

向けた連携方策案実現に向けた留意点を以下に示す。 

【訓練センターとの連携方策案実現に向けた留意点】 

 既存施設の利用形態の変更を伴うことから、現地国政府を含めた関係機関の合

意が必要となる 

 相手国側はハード整備による支援を依然として期待する傾向が強いため、これま
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での支援形態の方向転換を理解してもらう必要がある 

 一方で、訓練センターの継続的な運用に向けて、施設・資機材の維持管理費や

人件費などハード面、ソフト面の資金工面方策、自国の水道政策費としての予算

化が担保できるかが課題となる 

【水道協会との連携方策案実現に向けた留意点】 

 セミナーや研修等を通じた日本の技術の普及展開の支援への理解と協力を得る

必要がある 

 日本と自国の事業体同士の既存の連携を踏まえた、既存の仕組みの効率的な活

用方策を公平な視点で整理し、事業体への必要な支援方策を抽出する必要があ

る 

 既存の他の水道協会関連活動との機能・役割分担が必要となる 

5.3 今後の具体化に向けて 

前項で、日本国内の縦軸連携強化に向けた海外展開ネットワーク構築を目指して、日

本型水道システムの普及促進のための連携方策案及び留意点を検討した。本項では、今

後の具体化に向けた詳細検討を行う。そこで、本年度調査を行ったインドネシアにおける

連携体制をケーススタディとして 5.3.1 で検討し、ケーススタディを踏まえた具体化に向け

ての日本国内の役割を 5.3.2 で整理する。さらに、5.3.3 において、具体化に向けた次年度

以降のステップを検討する。なお、アジア各国では、水道事業の熟度に応じて日本に期

待する役割には差があり、また、ODA 等による技術協力の経緯や、水道協会や研修施設

の有無も国によっても異なるため、連携形態は各国一様とはならない点に留意が必要で

ある。 

5.3.1 連携体制のケーススタディ 

インドネシアにおける連携体制としては、厚労省や政府関係機関らが主体となって、公

共事業省や国家開発企画庁と協議を行い、企業の事業活動の国際展開を協力に後押し

するため、水道技術のトップ営業や現地標準化の推進を実施する。水道事業体は、水道

公社（PDAM）と連携し、技術協力、専門家派遣、研修受け入れなどを継続して実施する。

民間企業は現地拠点を設置して、営業活動や情報収集を行い、人脈形成や受注に向け

た活動を行う。これらは、4.4.3 で示したカンボジア王国における今後の展開案と同様とな

る。さらにインドネシアでは、政府主導で PPP プロジェクトを推進している状況を鑑みると、

日本がPPPプロジェクトに関与、参入する場合は、公共事業省や国家開発企画庁等、イン

ドネシア政府関係者との連携、調整を密に行うことが、参入するリスク軽減や PPP 以外のス

キームの対応を図る上でも重要となる。すなわち、厚労省や政府関係機関らによるトップ

営業には、PPP 事業に係る政府保証などの調整といった役割も加わると考えられる。 
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その他インドネシアは、国内に日本の援助により建設された WSESTC や、従来から

JWWA と交流実績のある水道協会（PERPAMSI）を有しているため、JWWA と PERPAMSI

の連携による情報共有や広報活動、JICA、JWWA、水道事業体や民間企業による研修プ

ログラムの提供、資機材の提供、現地人材の確保・育成等も可能となる。 

5.3.2 具体化に向けた日本国内の役割の整理 

前項で示したインドネシアでの連携体制のケーススタディを踏まえると、日本型水道シス

テム普及のための日本国内の役割は図 5-7に示すように整理・集約できる。整理された役

割は、営業活動、現地標準化、広報活動、研修の４つである。 

なお、この 4 つのほか、JICA や各水道事業体を主体として日本がこれまで援助してきた

アジア各国における長期専門家・短期専門家派遣、技術者の受入、研修などの国際協力

を今後も継続し、アジア各国がミレニアム開発目標を達成できるように支援することが望ま

しい。ただし今後は、国際協力をきっかけとして、日本の水道産業の国際展開に結び付け

ていくことが可能となるように、戦略的に、水道事業の成熟度に応じて協力内容を検討し

ていくことが重要となる。以下（１）～（４）において、各役割の詳細を示す。 

 

 

図 5-7 日本国内の役割 
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（1） 営業活動 

ライフサイクルコストやトータルコストの観点からの日本型水道システムのメリットの相手

国への理解促進や、民間企業の現地への進出と活動展開に伴うリスク軽減などは、民間

企業が一手に担えない役割である。そのため、オール日本としての日本型水道システム

の普及展開の方針を産業界主導で示す必要がある。 

産業界主導で上記のようなトップ営業を進める一方で、現地拠点体制整備を進め、現

地に根付いて人脈形成や、営業活動、情報収集を行うことも重要となる。現地拠点体制整

備にあたって重要となる視点を以下に示す。 

 日本がアジア各国で支援してきた実績、成果である関係機関の横軸連携の活用 

 関係機関の横軸連携を継続的に支えてきた日本専門家や関係者の人脈の活用 

 他分野・他目的で活動している現地邦人との協力関係の構築 

（2） 現地標準化 

欧州や米国は、早くから市場戦略と標準戦略を一体として捉え、国際標準化をリードし、

市場を獲得する手段として活用しており、近年では、中国や韓国も、国際標準戦略を構築

しつつある4。このような戦略のもと、アジア各国は現在、欧米等外国の技術仕様で受発注

などの産業活動が行われており、日本が入札等の段階で不利となっている。このため、

4.4.3 今後の展開案でも述べたとおり、日本の事業活動の将来展開を強力に後押しするた

め、国際標準化への対応を官民一体となって抜本的に強化する必要がある5。日本の技

術仕様を相手国側にトップダウンで導入することにより、日本の水道技術の普及がより一

層促進されることが期待できる。 

（3） 広報活動 

日本の水道技術を紹介するパンフレットやホームページを現地語にて作成し、JWWA

を通じて広報活動を行い、相手国側の日本の水道技術に対する認知度を高めていくこと

が効果的である。また、セミナーの開催も、広報活動の一手段となる。ただし、インドネシア

のように、セミナー形式の広報活動を望まない国もあることを考慮し、各国の特色に応じた

広報活動を検討・実践していくことが重要となると考えられる。国内に水道協会を有しない

国については、政府主導あるいは民間企業の活用など、既存の横軸連携の状況に応じて、

別途、広報活動に関する戦略を検討する必要がある。 

                                                        
4 国際標準総合戦略, 知的財産戦略本部, 2006.12.6 
5 知的財産推進計画 2010, 知的財産戦略本部, 2010.5.21 
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（4） 研修 

5.5.1 各国の研修機関の概要に記した研修施設を有する国については、研修センター

の設立から 10 年程度が経過していることから、現在の事業体のレベルに応じた研修プロ

グラムの開発や、 新型の資機材、ノウハウの提供を行い、日本の水道技術を普及させる

ための基盤を構築することも有効である。このような基盤構築の実施主体としては、従来の

国際協力の延長として水道事業体が参入するだけでなく、民間企業がビジネス目的に参

入することも可能であると考えられる。ただし、上述した実施主体の形態に係らず、基盤構

築に向けて、5.2.2 海外拠点ネットワークに求められる機能の検討で述べたように、現地国

政府を含めた関係機関との合意や、予算確保という課題を解決する必要がある。 

5.3.3 具体化に向けた次年度以降のステップ 

5.2.1 連携のあり方検討において、JICA によるプロジェクト支援や研修などをきっかけと

して構築してきたアジア各国との横軸連携活用の有効性と、日本国内の縦軸連携の必要

性を述べた。また、5.2.2 及び 5.2.3 では、日本国内の縦軸連携強化に向けた海外展開ネ

ットワーク構築について検討した。しかしながら、前項の（１）～（４）で示した役割を関係各

者が独自に実施すると、横軸連携は維持されるものの、縦軸連携の強化にはつながらず、

相手国側の混乱や重要情報の分散も懸念される。そこで、図 5-7に示した役割を運営で

きる組織体（マネジメントボディ）を設立することで、各団体や対象国との調整を行い、日本

国内の体制の一体化を図ることが喫緊の課題となる。この組織体（マネジメントボディ）は、

日本型水道システムの普及促進の具体化に向けたエンジンとなることが期待される。組織

体（マネジメントボディ）設立に向けた次年度以降のステップを図 5-8に示す。 
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図 5-8 次年度以降のステップ 

次年度以降のステップは、準備期、立ち上げ期、試行期、独立期の 4 つに分類できる。 

準備期では、事業計画の詳細検討及び国内外の関係機関との合意を行う。具体的に

は、まず、事業計画の詳細検討、市場環境の検討、参入障壁の整理及び国内外の関係

機関の役割の詳細検討などを行い、詳細検討を踏まえて、国内関係機関や対象国関係

機関への説明を行い、合意形成を図る。 

立ち上げ期では、実際に事務局機能を立ち上げる。具体的には、営業活動開始に向
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けた計画の策定や現地標準化に向けた準備、現地語パンフレットの作成や現地語ホーム

ページの作成、研修プログラムの開発と現地の研修センター及び関係機関との調整を行

う。同時に、試行期以降の資金調達計画に関して詳細を検討する。 

試行期では、立ち上げ期に準備したツールや人脈等を活用し、実際に活動を開始する。

具体的には、案件形成支援のためのビジネスマッチングや商談会の開催及び現地拠点

の設置を行う。営業活動を進める一方で、現地標準化に向けた技術仕様の調査等も実施

する。さらに、現地語ホームページの開設及び運営、開発したツールを用いたセミナーの

開催やプロモーション活動の実施、訓練センターでの研修の開始、製品紹介及びプロモ

ーション活動等を行う。 

後に、独立期では、自己資金により事業を継続・展開することを目標とする。 


