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地球全体の水資源
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海水等
97.47%

約13.51億km3

淡水
2.53%

約0.35億km3

氷河等
1.76%

約0.24億km3

地下水
0.76%

約0.11億km3

河川、湖沼等
0.01%

約0.001億km3

地球上の水の量
約13.86億km3

（注） 1. World Water Resources at the Beginning of 21st Century ; I. A. Shiklomanov and John C. Rodda , 2003
をもとに国土交通省水資源部作成

2. 南極大陸の地下水は含まれていない。

0.77%
約0.11億km3



安全な飲料水を継続的に利用出来ない人々の地域別人口 トイレ等の衛生施設を継続的に利用出来ない人々の地域別人口

（注） 国連児童基金（UNICEF）及び世界保健機関（WHO）『PROGRESS ON SANITATION AND DRINKING WATER ： 2010 UPDATE 』をもとに国土交通省水資源部作成

世界の水問題 ～水と衛生～

（単位：百万人）

うちインド815

うち中国602

世界では約９億人 (13％)が安全な飲料水にアクセスできず、約２６億人
(39％）が適切な衛生施設を欠いている

・安全な飲料水を継続的にアクセスできないインド・中国の人口は合わせて約３億人（アクセスが出来ない世界人口の約３３％）
・トイレ等の衛生施設を継続的に利用出来ないインド・中国の人口は合わせて約１４億人（アクセスが出来ない世界人口の約５４％）

（単位：百万人）
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世界の水問題 ～アジアの水質汚濁問題～

・アジア地域では経済成長に伴う都市への人口集中等により水質汚濁問題が深刻化

デン池の水質汚濁 (アオコの発生) ヤムナー川の水質汚濁

かつて高原の明珠と呼ばれ水道水源でも
あった淡水湖であるデン池。1980年代か
らの急激な都市化・工業化に伴い
水質が急激に悪化

中国における水質汚濁の例

ガンジス川 大の支流でニューデリー市
街を流れるヤムナー川。2,000万人を超え
るニューデリー都市圏からの生活排水の
流入等により深刻な水質汚濁

インドにおける水質汚濁の例
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・世界で発生する災害の４割弱は洪水・渇水災害
・水災害による死者数の８０％以上がアジア・太平洋地域に集中

＋
・気候変動の影響 さらなるリスク増大

パキスタンの洪水被害（平成２２年８月）

水災害による死者数の８０％以上がアジア・太平洋地域に集中

出典；ISDR Disaster statistics

洪水32%

渇水6%

中国の堤防決壊（平成２２年６月）

暴風雨25%

土砂災害5%

世界で発生する災害の４割弱は洪水・渇水災害（発生回数）

世界の水問題 ～アジアで頻発する洪水・渇水被害～

写真提供：竜澤JICA専門家

写真提供：UNESCO 5



新成長戦略 （平成２２年６月１８日 閣議決定）

○アジア経済戦略

環境技術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・浸透させるとともに、アジア諸国の経
済成長に伴う地球環境への負荷を軽減し、日本の技術・経験
をアジアの持続可能な成長のエンジンとして活用する。
具体的には、新幹線・都市交通、水、エネルギーなどのイン

フラ整備支援や、環境共生型都市の開発支援に官民あげて取
り組む。 同時に、土木・建築等で高度な技術を有する日本企

業のビジネス機会も拡大する。さらには、建築士等の資格の相
互承認も推進し、日本の建設業のアジア展開を後押しする。
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リーダーシップ、組織・体制の強化
政治のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟによる政官民一体となったﾄｯﾌﾟｾｰﾙｽを展開するとともに、国土交通省内の体制強

化及び省庁横断的な体制の創設や強化、企業の人材育成や組織強化に対する支援を推進。
スタンダードの整備
国内ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞのｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞへの適合、日本の技術・規格の国際標準化や投資対象国での採

用を推進。
金融メカニズムの整備
政府による金融支援機能を強化するとともに、ｲﾝﾌﾗﾌｧﾝﾄﾞによる投資支援や信用補完、ODA予算の

活用や貿易保険、税制面での支援を拡充。

我が国の優れた建設・運輸産業が、海外市場において活躍の場を拡げ、世界市場で大きなﾌﾟﾚｾﾞﾝｽを
発揮。

Ⅰ 将来目指す姿・あるべき姿

Ⅱ 海外へ進出する日本企業への支援ツールと
政府サイドの支援体制整備

日本の技術と資本で世界展開を

日本企業の海外展開により、我が国の成長を実現

国土交通省成長戦略 （平成２２年５月１７日 ） 国際分野
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世界の水インフラ市場は2025年には80兆円規模へ2倍以上の成長予測
海外では欧米の水メジャーが先行、本邦企業の市場参入のため政府一丸となった支援が必要

成長する世界の水インフラ市場
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「海外水インフラPPP協議会」について

・海外における上下水道の整備、運営・管理は、今後も大きな需要が見込まれ、2025年には約80兆円
規模の市場に成長する見通し

・官民による情報の共有・交換を行うための場として「海外水インフラPPP協議会」（座長：三菱商事
（株）小島会長）を設置し、官民共同セミナーを開催するなど、官民連携による海外展開に向けた取
り組みを積極的に推進

官民連携による取り組み

水源確保から上下水道事業までの水管理をパッケージとして捉え、案件形成や案件受注を後押し
するための相手国政府への働きかけ（官民セミナー、トップセールス）やコンソーシアムの形成等に
より、日本企業またはコンソーシアムによる受注を目指す

「海外水インフラPPP協議会」
・国土交通省、厚生労働省、経済産業省、環境省、外務省、総務省の関係省が連携
・地方公共団体、国際協力機構、日本下水道事業団、水資源機構等の関係機関も参加
・平成２２年６月７日（月）から、本協議会にご参加いただく民間企業を公募、１３８社が参加
・平成２２年７月６日（火）に、第１回協議会を開催

前原国土交通大臣によるご挨拶 小島座長によるご挨拶 会議の様子 9



世界に貢献する日本の優れた下水道技術の例

下水道膜処理技術下水道膜処理技術

○日本の膜メーカーは世界でトップシェア
(逆浸透膜は世界市場の約5割)

○膜を活用した下水処理システムを開発
(平成21年度)

○サウジアラビアで、我が国の膜処理 シス
テムを活用した下水再生水利用 プロジェクト
調査を開始(平成22年度)

膜を活用した下水処理技術で、再生水な
ど良好な処理水を得ることが可能

下水汚泥のエネルギー化技術下水汚泥のエネルギー化技術

下水汚泥の持つバイオマスを
エネルギーとして利用する技術

下水汚泥から精製したバイオガスを天然ガス 自
動車の燃料として供給（神戸市）

下水汚泥を石炭代替燃料として火力発電所で発
電に活用（東京都）

下水汚泥
燃料

火力発電所 固形燃料
CO2削減効果
約3,700ｔ/年

CO2削減効果
約1,200ｔ/年

PB

流入下水

処理水

ＭＦ膜ユニット反応タンク

PB

流入下水

処理水

ＭＦ膜ユニット反応タンク
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人工衛星を活用した治水対策の実施

衛星による
雨量観測

GFAS/IFAS

・流出解析
・洪水予測

地域開発計画策定

洪水予警報

ハザードマップ
防災教育

途上国における治水対策に関する課題

降雨観測システム等がないため、

・浸水リスクの判定が困難

・洪水予警報の発出が困難

効果的な治水対策が実施できない

日本の先進技術を活かした解決策

・衛星データ（雨量）を活用した洪水予警報の導入や治水計

画づくり

・独法土研ＩＣＨＡＲＭが技術開発し、研修などを通じて各国

の防災機関に先導的に普及

→企業によるシステム導入等の展開

コンサル： 洪水予測、治水計画の策定に関するエンジニアリング

サービス

システム・電通： 衛星データ活用システムのソフトや機器整備

人工衛星による全世界の降雨の把握

11
※GFAS Global Flood Alert System
※IFAS Integrated Flood Analysis System



中国における活動事例

北京市の生活排水処理率は約90％(2006年)に達したものの、産業の急速な発展などによ
り河川をはじめとする公共用水域の水質汚染が進行し、各処理場の高度処理化が急務
北京市の生活排水処理率は約90％(2006年)に達したものの、産業の急速な発展などによ
り河川をはじめとする公共用水域の水質汚染が進行し、各処理場の高度処理化が急務

• ペガサス（高度処理技術）
担体を投入し、微生物の濃度を上げることにより、
富栄養化の原因となる窒素を効率よく除去する技術

中国で期待される下水道技術中国で期待される下水道技術中国の環境問題への政策的な支援中国の環境問題への政策的な支援

日本下水道事業団、民間企業、学識経験者からなる
産官学の専門家チームを中国に派遣。 (H22.4)

中国における高度処理
技術基準の作成を行う
長期専門家派遣(H22.5)

• リン回収技術
担体を投入し、微生物の濃度を上げることにより、
富栄養化の原因となる窒素を効率よく除去する技術

下水汚泥焼却灰 回収リン

※H22.7に中国から視察団が来訪し意見交換
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インドにおける活動事例

インド国では、主要都市の衛生問題改善のためのマスタープランの策定が進行中であり、
今後、特に都市部において下水道整備需要が増大する見込み。

インド国では、主要都市の衛生問題改善のためのマスタープランの策定が進行中であり、
今後、特に都市部において下水道整備需要が増大する見込み。

●衛生改善計画(マスタープラン)への協力
●インド国都市開発省への専門家の派遣検討

インドで期待される下水道技術インドで期待される下水道技術インドの下水道整備への政策的な支援インドの下水道整備への政策的な支援

インド国都市開発省との都市
開発に関する日印交流会議
を官民連携で実施 (H22.6)

←
インド国レディ都市開
発大臣への表敬
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▲老朽化した管きょ

更生工法(SPR技術)の導入実績

シンガポール
30,000m

韓国
4,300m

中国
2,300m

アメリカ
8,200m

ヨーロッパ
8,900m

台湾
600m

• 非開削技術（更生工法）
プラスチック材により既存管渠の内面を被覆し、
施設の長寿命化を図る技術。



トップセールスやセミナー等による相手国への働きかけの推進

政治のリーダーシップにより、相手国政府等のキーマンに直接的に働きかけ

(例)国土交通大臣によるベトナム建設大臣へのトップセールス。
⇒ハイフォン市の下水処理場建設案件などにつき、日本企業の優位性をPR

トップセールストップセールス

セミナーセミナー

日本企業の優位性を合わせ、関連する水・サニテーション・エネルギー政策などの
成功体験を下水道管理者である地方公共団体が現場を活用しつつPRすることにより、
相手国政府等に対する信頼度を向上。

(例)ベトナム建設大臣を対象とした官民共同セミナーと現地における地方公共団体の政策セミ
ナー

神戸市石井副市長表敬 神戸市東水環境センター視察民間企業20社との官民共同セミナー

ベトナム建設大臣の前原大臣表敬(H22.2) 前原大臣のベトナム建設大臣表敬(H22.5)
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下水道分野の国際戦略拠点の創設

既存の下水処理施設(管理棟、会議室、広報スペース)を改良し、研究開発の拠点機能
と下水道技術のショーケース機能、ネットワーキング機能等を付与することで、日本版ハブとして下
水道技術の国際戦略拠点を創設

コンセプト

ショーケース
高度処理技術(膜技術)

汚泥資源化技術 非開削技術

民間企業にテストベッドとし
て生下水等を利用した実証
的な技術開発の場を提供

実際に稼働中の下水処理場
の先進技術を「見える化」し、
海外要人に対して日本の先
進技術をアピール

商談スペース

技術開発拠点

日本がアジア太平洋
地域の国際拠点で
ある利点を生かし、ﾈｯ
ﾄﾜｰｸ活動や政策と技
術をﾊﾟｯｹｰｼﾞとした研
修の拠点化

ショーケースにある先
進技術をもとに、その
場でビジネスの商談
に入れるように商談ス
ペースを設置

下水道技術の国際戦略拠点

ネットワーキング
人材育成・環境教育
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「国際局」(仮称)・「水管理・防災局」（仮称） の設置
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高速鉄道、港湾、高速道路、水インフラ等の戦略的な国際展開の支援の強化のため、新たに「国
際局」（仮称）を設置して、国際分野に係る省内横断的体制を確立。

世界各国で、鉄道、道路、水インフラ、港湾等のインフラ整備需要
が急増

アジアだけでも向こう１０年間で８兆ドルの需要（アジア開発銀行）

我が国の優れた技術・システムを積極的に海外展開し、アジア等
の成長の果実を取り込むことは国家的課題
国土交通省成長戦略（平成２２年５月）、新成長戦略（平成２２年６月）

背景

4,171

1,056

2,671

381
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エネルギー 通信 運輸 水・衛生

（
単
位
：
十
億
ド
ル
）

アジアのインフラ需要(2010～2020年）

2010～20年で

約８兆ドル超

出典）ADB, ADBI (2009) ”Infrastructure for a Seamless Asia”

国土交通省に「国際局」（仮称）を設置し、トップセールスの展開やプロジェクト発掘、情報収集の強化
など官民一体での海外プロジェクト推進を更に加速、我が国経済の成長に貢献

「できるだけダムにたよらない治水」への政策転換、流域全体の一体的・総合的管理の推進を図
るため、「水管理・防災局」（仮称）を設置して、水関連行政を一元化 。

河川局 土地・水資源局水資源部 都市・地域整備局下水道部

水管理・防災局（仮称）


