
2. プロジェクト展開 
2.1 インドネシア簡易上水開発プロジェクト 
 

1）インドネシアという国 
正式名称はインドネシア共和国。面積 191 万 931 ㎢で日本の約 5 倍、人口およそ 2 億 3765

万人。13,000 を超える大小の島からなっており、西はスマトラ島から東はニューギニア等

まで、東西 5,000km 以上に及んでいる。 

親日的で、自動車、二輪車、建設機械、

電機などの耐久消費財分野や飲食、教育、

IT、金融などのサービス産業分野など幅

広い分野で日本から企業進出が進んでい

る。 

しかしながら、開発はジャワ島に集中

しており、都市から離れた地域や島嶼部

では、水インフラの整備が遅れ、 近の

人口増加もあり、飲料水などが十分供給

されていない状況にある。 
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2）プロジェクト概要 
インドネシアの飲料水源については、以下のようなデータがある。 

 

ジャカルタ
９８．１％

全国平均
４６．１％

ジャカルタ
９８．１％

全国平均
４６．１％

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジャカルタでは、所得水準が高いため飲料水源としてミネラルウォーターを利用してい

る比率が高く、また、水インフラの整備率の高さから水道水、ポンプ取水の地下水と合わ

せると 98%となっている。一方、地方に行くと、この 3 つの比率は低下していき、井戸水、

湧き水、河川、雨水などの比率が増加する。 

ところが、 近、井戸水の水質悪化が見られ、湧き水、河川、雨水なども殺菌されてい

ないことから、下痢や発熱などの健康問題との関連が指摘されている。 

そのため、安全な水インフラの整備は、インドネシアの地方部において強く望まれてお

り、また、せめて井戸水、湧き水、河川、雨水などを洗濯や入浴などの生活水として安定

して利用できるレベルまでにして欲しいといったニーズもある。 

 今回のプロジェクトは、そういったニーズに応え、現地に貢献できるプロジェクトを構

築することを目的として実施したものである。 
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○コア技術 
課題解決となるコア技術は、クリアーシステム株式会社の高分子フィルターろ過装置と

した。 

特徴としては、以下の点があげられる。 

（右は、同社社長のお手製簡易実験装置） 

◇濁水を化学的に処理するのではなく高分子フ

ィルターの物理的なろ過で 5～8 ミクロン以

上の土粒子を除去できる（※）。 

◇微少な粒子を捕捉しながら大量の水をろ過す

る能力がある。 

◇ブラシでフィルターの表面を洗うことで、重

複して長時間濁水をろ過することができる。 

 

同社は、インドネシア人留学生との長年にわたる 

友好関係もあることから、現地での展開を考える 

上での人的ネットワークの構築も十分可能である 

と判断した。 

 

※一般的な分離膜は以下のとおりであるが、これらより大きな孔を有している。 

精密濾過(MF)膜：0.1 ミクロンより大きい粒子や高分子をろ過する。油エマルジョ

ン分離、酵素・細菌分離などに用いられる。 

限外濾過(UF) 膜：0.1 ミクロン～2 ナノメートルの範囲の粒子や高分子をろ過する。

無菌ろ過、タンパク質の分画などに用いられる。 

逆浸透(RO)膜：数ナノメートル以下の分子レベルの細孔を持ち、加圧により浸透圧

差と逆方に溶媒が移動する。海水脱塩、ジュース等の濃縮などに用いられる。

 

○研究会の進め方 
「現地で役立つプロジェクトの構築」を目指し、「国内外の人的・組織的ネットワーク

づくり」、「技術・システムの現地化」にポイントに置き、5 回の研究会と 2 回の現地 FS

を実施した。 

また、研究会には、インドネシアを含む 7 カ国に現地拠点を有するクボタ化水株式会社

（旧 富士化水工業株式会社）取締役の井田弘行先生にアドバイザーとして参画して頂く

とともに、JICA（独立行政法人国際協力機構）、JETRO（日本貿易振興機構）、中小機構

（独立行政法人中小企業基盤整備機構）の 3 者に協力機関として出席して頂き、プロジェ

クトの具現化を図った。 
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3）第 1 回研究会（2012/7/31(火) 13:00～15:00） 
 「インドネシアにおける飲料水」と題して、既に、ペットボトルビジネスを現地で展開

している株式会社日本トリム経営企画部長の清水崇文先生にお話しいただいた。 

 

○「インドネシアの飲料水市場と日本トリムの事業展開」 
インドネシアでは、飲料水（ガロンボトル）

事業が発展している。 

ミネラルウォーター製造業者協会による

と、2010 年の国内販売量は前年比 7%増の

145 億リットルに達する見込みであり、2011

年は 6.9%増の 155 億リットルを超える。 

同社では、人口、経済発展、親日的、日本

製品に対するプラス・イメージがあるなどの

理由により、インドネシアでのボトリング事

業をスタートしている（資料 3-1）。 
資料 3-1 

 

インドネシア飲料水市場の課題としては、下の 3 点がある。 

1．参入障壁が低い（投資額、技術）ため多くの企業が参入（約 2,000 ブランド）し、価格

競争が激化し、その結果、事業停止、ブランド廃止に追い込まれるケースも多い。 

2．インドネシアは島国（大小含め 18,000）であり、流通経路の確立が難しい。また、飲料

水はコスト面から、消費地の近くに生産拠点を持つ必要がある。 

3．ブランド、販売チャネルの確立、販路の整備に時間が必要。 

 

 

ミネラルウォー

ター市場構成を見

ると、「一般的な

商品」、「中級品」、

「下級品」の 3 レ

ベルに大別されて

いる（資料 3-2）。 

 

 

 

 
資料 3-2  
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また、ボトルの種

類も「ガロンボトル」、

「スモールパック」、

「ガラスボトル商

品」などに分かれて

いる（資料 3-3）。 

 

 

 

 

 
資料 3-3 

さらに、飲料水のマ

ーケットも「トラディ

ショナルマーケット」、

「モダンマーケット」、

「ホレカ」の 3 種類の

チャネルに分かれてい

る（資料 3-4）。 

 

 

現地におけるビジネス

では、現地資本企業との

パートナーシップも重要

であるとともに、さらに

下の点についても留意が 

資料 3-4 

インドネシアビジネスでの留意事項 
・国立公園の環境保護活動 
・インドネシアに根ざした事業活動 
・事業＝ 人。人間関係が も重要。 
・政治の安定→ 経済発展→企業進出加速と繋がっている 

必要である。 

 

 

講演を受けて、以下の質疑応答を行った。 

・インドネシアにおける簡易上水の状況、日本の企業の状況などについて質疑応答があっ

た。日本企業の取り組みの例はあるが、メンテナンスやオペレーションの問題などから

なかなか広がっていないとの話があった。 

・また、人間関係については、個人個人のつながりが強い地域であることの指摘があった。 

・現地での雇用の年数は、3～4 年といった場合が多く長続きしない点も指摘があった。 

 

8 



コア企業のインドネシアでの事業展開について、説明があった後に参加者の意見交換が

行われた。 

 

意見交換の内容は以下のとおりであった。 

・生活排水がほとんど処理されずに河川に放流されているが、コストの問題で下水処理は

普及しにくい状況にある。 

・東南アジアで計量証明事業の展開を考えたい。原水から浄化後の供給水に至る各工程で

の水質分析、浄化能力向上のコンサル支援などのビジネスに期待が持たれる。 

・環境分析が必要な場合に関わっていきたい。また、環境分析装置についても開発・設計・

製造が可能である。 

・従来のアルミ系の凝集剤ではない、シリカと鉄の凝集剤を開発している。海外展開に参

画できればと期待している。 

 

以上のように、下水処理、環境分析、凝集剤に関する話があった。 

 

また、簡易水道事業に関する意見として以下のようなものがあった。 

・現地では、飲料水はどんどんと安く供給されるようになっているが、理想としては、現

地で装置を取り付けて、簡易で飲料水が手に入ることが必要である。しかしながら、フ

ィルターの交換やメンテナンスなどもあり、コストもかかってしまう。 

・過去にも砂ろ過などの簡易濾過器を検討したが、コストがあわないなどの問題があった。

どのような消費層に対して、ビジネスをするのかを明確にする必要性がある。 

・日本国内で入手できる部品と現地で入手できる部品を組み合わせて検討を行っている。

現地で入手できる部品も製造能力があがっている。 

・環境分析では、単独ではなく、お互いにマッチングすることで進出を考えたい。 

・現地では、大手の検査機関の会社もあるが、データは日本で分析する場合で違った値に

なるなど信頼性の問題もある。 

・都市部と島嶼部では、交通・インフラなど条件が異なる。現地情報は、JICA の現地事務

所でも情報提供出来るのではないか。 

・ジャカルタなどの都市部では、ミネラルウォーターのボトル事業が半数を占めている。

現地の PDAM という水道公社も水道事業を所管している。 

・簡易水道事業については、採算がとれていないとみている。過去にも、日本企業がやっ

ていた。また、韓国などの企業も海外展開している。 

 

今後の検討事項 

・処理コストの問題、展開する地域の問題などの議論を踏まえて、次回は、実際に JICA の

BOP ビジネスプロジェクトを現地で展開している例について、話を伺うこととなった。 
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4）第 2 回研究会（2012/9/4(火) 13:00～15:00） 
 「BOP 水ビジネス」をテーマに開催した。テーマプレゼンテーションでは、2011 年度の

JICA 協力準備調査（BOP ビジネス連携促進）事業に採択され、インドネシアでの飲料水

供給事業の事業化調査をされている水道機工株式会社環境事業部主任技師の山本大輔先生

にお話しいただいた。 

 

○「インドネシア国 太陽光発電・小型脱塩浄水装置を用いた飲用水供給事業

調査報告」 
BOP（Base of the Pyramid）ビジネスとは、世界の約 40 億人が属している年間所得 3,000

ドル未満の貧困層を対象としたビジネスであり、市場規模は日本国内の市場規模に近く約 5

兆ドルと言われている。 

同社では、資料 4-1、-2、-3 のように、以前からインドネシアでの BOP ビジネスモデル

を検討してきた経緯があり、その中で塩分濃度が高く飲用に不適な井戸水を浄化するニー

ズが高いことがわかっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料 4-1  
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資料 4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 4-3 
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 そこで、インドネシアの島嶼部において、脱塩機能を有する浄水装置を用いた飲料水供

給の BOP ビジネスを生み出すことを目的とした事業を提案し、実行中である。（資料 4-4、

-5） 

JICA への提案概要 
・BOP ビジネスの仕組み 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・調査計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↓資料 4-5 ↑資料 4-4 
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 現時点では、公民連携することにより現地政府からのサポートが大きいこと、飲料水確

保に不満はあるものの生活は出来ている状況にあること、トイレがきれいなことから住民

の衛生観念は高いこと、村落コミュニティの自治意識が高いこと、親日的であることがわ

かっている状況にあり、今後どのようにビジネスとして成立させていくかが課題である。 

 

講演に対して、以下の質疑応答を実施した。 

・ビジネスモデルに関する質問に対して、装置を作る会社を現地に設立して、村や政府等

に販売するだけでなく、水の日常の販売・維持管理をする各機能を含めて事業化をする

ことを目指している。装置売りだけでなく、水売りも念頭に入れた事業化調査を実施し

ているとの回答があった。 

・また、BOP だけでなく、工業団地などへの転用も考えている。 

・ポンプなど現地で入手できるものを考えている。 

・雨水や山の湧き水を汲んでローリーで配達する場合の水は安いが消毒されていない。こ

こでは、リフィルガロン水を競合に考えている。 

・現地では、水道水質基準があり、必要項目を測定して結果を提示する。運用開始時に行

う予定である。水の販売の場合の一番の課題は免責である。質は問題ないが、保証をど

うするかである。リフィルなどのガロンメーカーには法律があり、保健局が月 1 回検査

に来ている。 

・現地の自治意識も重要であり、現地で入手しやすい部品を選定して仕様をオープンにす

ることで、持続可能な事業にすることを考えている。 

・今回の調査では北九州市が入っている。民間では、現地の村などにいきなり入るのは難

しいが、公共機関が入ることで、進めやすい状況となっている。 

・分析会社は現地にもあるが、日本での検査値と差があった。 

飲料水だけでなく、生活用水に関するニーズも海外 FS 調査できると好ましい。 

以上のように、ビジネスモデルに関するもの、現地での各種の飲料水とのコスト的な競

合の話、現地での事業主体に関する問題、行政機関と組むことでのメリット、水の分析に

関する問題などの意見がでた。 

第 1 回 FS 調査の予定について説明を行った。 

 

意見交換として以下の指摘があった。 

・中小企業の出番があるような調査をすること、原水の分析に関する調査など幅を拡げた

調査の依頼があった。 

 

今後の検討事項 

・BOP ビジネスモデルの発表を受けて、「自治体の海外展開」について話題提供をしても

らうこととなった。 
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5）第 1 回 FS 調査（2012/9/19～21） 
 インドネシアの政府機関及び大学を訪問し、簡易上水のニーズについてヒアリングを行

うとともに、当プロジェクトのコア技術である高分子フィルターろ過技術の紹介を行い、

連携の可能性を探った。 

また、JICA や JETRO のインドネシア現地事務所を訪問して、現地の状況把握を行うと

ともに、調査後に予定している実証事業等の次のステージに向けた意見交換を行った。 

 

【訪問結果】 

☑公共事業省人間居住総局水供給開発局 

中央政府はシステム（ポンプ、ろ過、塩素殺菌など）の推奨を行い、地方政府が配

管の敷設を行っている。 

簡易浄水システムのミニ実験を行ったところ、有力な簡易浄水システムであること

を認識いただき、政府と関係の深い企業の紹介をして頂けることになった。 

☑バンドン工科大学 

ジャカルタから東に車で約 3 時間の 

位置にあるインドネシア随一の学術  

都市バンドン市にある有名工科大学。 

アセアン大学ネットワーク※のメンバ

ーでもあり、連携に積極的で、海外の

企業等と50のMOU（memorandum of 

understanding：覚書）を結んでいる。

連携手法は「共同研究」であり、そこ

から 30 のベンチャー企業も輩出して

いる。 

国際協力部(IRO)を窓口として、技術革新・企業開発機構（LPIK-ITB）、 土木環境

工学部（FTSL-ITB）水質研究所、土木環境工学部（FTSL-ITB）水処理技術研究所

を訪問した。 

研究室において、連携の可能性について意見交換を行ったところ、村落とのパート

ナーシップ事業として、村落の水質分析（月 200 件×20 項目）を行うとともに悪い

ところには改善指導を行っていることから、そういった集落における簡易上水施設

整備に向けた事業について、高い関心が示された。また、いろいろな地域の井戸な

どの各種水源や生活水、飲料水、工業用水などの広範囲に及ぶ分析を実施している

ことから、データの蓄積がある。 

次回訪問時に、MOU締結を含め、事業計画についての話を進めることとなった。 

☑JICA インドネシア事務所 

  JICA 事業については、今がチャンス。 
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現地事務所においても情報収集を行 

っているが、本件の事業内容につい 

てはBOP事業案件として、「産学 

官が連携しており、おもしろい案件」 

との評価が得られ、本部民間連携室 

に情報を上げて頂けることとなった。 

☑JETRO ジャカルタ事務所 

水が本当に足りない状況であり、特に民需に対していろいろな事業が動いている。

首都圏投資促進特別地域（MPA）開発計画にも水事業が 3 本入っているが、資金不

足のため、BOTなどのスキームの活用により、民間を育てていこうという姿が見ら

れる。 

ユドヨノ政権下では、外資と内資のバランス型であったが、現下は内国企業に利益

が落ちるように考えている。華人財閥の比率も 8 割から 6 割に落ちており、教育の

進んだ元気ある新興財閥の勃興が見られる。 

300 の人種、文学、文化、風習の違いにプラスして、100 倍程度の経済格差のため、

「カオス」と呼ばれている。ビジネスのスタンダードができておらず、家族主義的

な分配社会が残っている。 

原水

生活用水生活用水

簡易水道 従来法 工業用水道 従来法 上水道 ボトル

用水 工業用水工業用水

海水

高濃度

井戸水

低濃度

地下水 河川水 雨水 山岳湧水

貯水

or
※1

※1

脱塩 ※1 ポンプ
UP

※1

取水 ボトリング

殺菌
※1

ろ過

脱塩

ろ過しゃ沸

ろ過 脱塩 純水 医療用水
電子用水

医療用水
電子用水

飲料用水飲料用水

 

なお、ヒアリングを行うにあたり利用したコア企業の技術を中心に想定する技術の俯瞰

図を以下に示した。 

図 2 用水事情の調査項目 
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 上水道 工業用水道

ビル・マンション・住宅
・貯水槽
・配管系
・蛇口浄水器
・簡易浄化槽

工場

公共河川・海域

下水処理・下水道
・下水配管系
・曝気・凝集・沈殿
・固液分離
・汚泥処理

２次処理
有機物処理

１次処理
・油水分離
・固有物質除去
・重金属処理
・高濃度有機物処理

工業団地
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・固有物質除去
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・高濃度有機物処理
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図 3 水ビジネスの技術シーズ例 

 

訪問結果 

・現地のニーズとしては、飲料水よりもむしろ生活用水の方が大きく、ビジネス展開の可能

性についても強い感触を得た。また、インドネシアの国策や JICA の支援の流れにも合致

しており、連携して進められることが確認できた。 

・バンドン工科大学では、インドネシア国内の水事業の展開に役立つ人的ネットワークが構

築でき、第 2 回 FS 調査において、より具体的な事業内容にしていく礎とすることができ

た。 
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6）第 3 回研究会（2012/10/12(金) 13:00～15:00） 
 「自治体における海外水事業の取り組み」というテーマで研究会を開催した。テーマプ

レゼンテーションでは、海外上下水道事業の展開を実施している北九州市上下水道局海外

事業課係長の竹田大悟先生に北九州市の海外事業に対する取り組みとカンボジアなどでの

調査事業の課題などについてお話し頂いた。 

 また、第 1 回 FS 調査結果に関する意見交換を行った。 

 

○「北九州市の海外事業 国際協力と海外水ビジネス」 
北九州市の「水道事業の概要」、「国際協力の取り組み」、「海外水ビジネスへの挑戦」 

（水道事業の概要） 

過去、深刻な公害問題の克服をし

てきた歴史があり、環境分野で先端

的な役割を果たしてきた（資料 6-1）。 

上下水道事業についても、国際協

力の取り組みを積極的に行ってき

たが、その背景には、日本における

人口減少に伴う水道事業の縮小が

ある。 

そのような中にあっても、「技術

の継承」や「組織の維持」といった

問題意識があり、海外に事業展開を行

ってきている。 

資料 6-1 

 

国際協力につ

いては、幾つか

の実績がある

（資料 6-2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 6-2 
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資料３

特に、カンボジアでは、JICA

技術協力を行ってきた（資料 6-3）。 

1991 年当時、内戦の影響で、

無収水率（生活用水が浄水場から

各家庭に届くまでに、どれだけ無

駄な水が出ているかを示す割合）

が 70%を超えていたが、「配水ブ

ロック構築」、「配水監視システ

ムの構築」、「専門家派遣による

OJT の実施」などの取り組みを

実施してきた。 

この流れを受け、ビジネス的 

な挑戦も行ってきた。例えば、上 資料 6-3 
水道の無い地域である「カンボジ

ア国セン・モノロム市上水整備プ

ロジェクト」、地方給水における 

我が国の高い技術の適用可能性

を調査する「カンボット市プロジ

ェクト」などがある。 

 

しかしながら、海外におけるイ

ンフラ整備などの水ビジネスの

成立にはコストの問題が大きい 

（資料 6-4）。 

 
資料 6-4 

 

まとめ 

1. 145 円/m3の技術がワンパッケージで収まるビジネス対象を選択する必要がある。一般的

に東南アジアの諸都市は、これに該当しない。 

2. 145円/m3の技術がワンパッケージで東南アジアの諸都市に収まるための対策が必要であ

る。（無償資金協力の活用やBOP基金の設立が必要であり、調査費やF/S費用の投入がな

されてもビジネスとして成立させることは難しい。） 

3. 現在では、案件化することが極めて難しい「海外水ビジネス」ではあるが、将来の水道

事業の収入減を補完することのできる事業として期待される。 

4. 国際技術協力を活用して、「海外水ビジネス」に係る情報を得ることは有効な手段であ

る。 
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また、ビジネス発注先とのコンタクトの方法、部品調達先、開発途上国における水ビジネ

スの状況などについて、質疑応答を実施した。 

・現地でのビジネス発注者とのコンタクトをどうしたかとの問いに対して、カンボジアの

例では、日本の総務省に協力要請があり、北九州市が現地に行き、カンボジア政府と調

整をしながら、事業を行ったとの回答があった。 

・北九州市が JICA カンボジアの技術協力プロジェクトのリーダーであったこともあり、専

門家派遣要請がきた。名古屋市、横浜市、民間企業の専門家も派遣したこともある。 

・部品調達に関しては、当初は日本の材料を調達したが、現在では、現地の水道局が取り

引きをしているマレーシアやシンガポールなどの PE 管を調達している。 

・開発途上国では、まず、飲み水である。下水道事業の話で具体的なビジネスになってい

るのは、中国の下水処理場ぐらいである。 

 

第 1 回 FS 調査の結果に関する意見交換 

・ビジネスモデルに対する質問があり、パイロット試験により、現地の隠れた問題の洗い

出し、生活用水と飲料水の 2 ケースでの検討、地域展開の検討を行っていく方向とした。 

・地域選定に関しては、将来構想として、インドネシアから日本に来ている留学生との連

携を考えているため、出身地であるスマトラ島やバンカ島などで衛生的な水を長期にわ

たって供給できるようにしていく方針。 

・さらに、バンカ島などでは、地場産業があまりないため、上水を出発点とした産業を興

しにも貢献できればと考えている。 

・既に民間交流を行っているが、その中では、日本からどれくらいの援助があるのかとい

うことに関心があり、その部分での現地の期待が高い。 

 

今後の検討事項 

・自治体の中でも海外展開を早くから実施してきた北九州市の話を伺うことで、海外との

ネットワークをどのように作ってきたかを理解することができた。 

・次回については、海外、インドネシアにおける部材・設備の調達について、検討を行う

こととなった。 
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7）第 2 回 FS 調査（2012/11/13～14） 
 第 1 回 FS 調査の結果をもとに、バンドン工科大学、現地民族系水処理企業・施工企業な

どを訪問して、現地の具体的なニーズについてヒアリングを行った。 

また、JICA の BOP ビジネス連携事業実施の可能性について、好感触を得た。 

 

【訪問結果】 

☑バンドン工科大学 土木環境工学部（FTSL-ITB）・公共事業省水供給開発局水供給開

発部 

先方のコア技術の膜に対する期待としては、砂ろ過と MF 膜（精密ろ過膜）の中間

の役割や海水淡水化の前処理がある。 

具体的な原水候補として、鉄やマンガンの混じる井戸水など複数の候補があがった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑現地民族系水処理企業・施工企業 

現地の具体的な原水候補と水事情について、以下の話があった。 

・インドネシアには、水処理システム会社の登録が 35 社、そのうち分離膜を扱う会

社は 5 社で、UF 膜（限外ろ過膜）と RO 膜（逆浸透膜）の使用は始まったばかり。

・東ジャワに浄水システムを設置したが、RO 膜ではコストが高く、また、停電が多

く稼働率が低い。水製造装置は中央政府、給水系は地方政府が整備した。 

・災害用に 15m3/hの急速給水システムを開発した。 

・住宅建設現場の塩分除去をしないと家を建てられないが、RO 膜の前段のろ過に難

点がある。 

・UF 膜の前段には、コア企業の膜が 適である。 

以上のようにコア企業の膜を適用する原水候補があがった。 

・JICA 協力準備調査に向けた簡易浄水システム検討について、簡易浄水システムの

検討体制、BOP ビジネス連携促進制度の活用、スケジュールや申請アクションプ

ランについて説明した。 
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高分子フィルターを用いた濁水のろ過による生活用水の開発技術として、クリアーシス

テム社の技術を中心としたスキームとして、以下にシステム事業構想を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリアシステム社

現地法人

現地製作
協力企業

地域サービス
代理店

運用
地域機関

・技術
・分離膜エレメント

・浄水装置ソフト仕様
・分離膜エレメント
・メンテナンス技術

・モジュール取付
・定期分解掃除サービス
・モジュール交換

・浄水装置ハード仕様

・浄水装置ハード

＜特徴＞
①分解掃除ができる中空糸分離膜
②ケークろ過＆逆洗方式
③MF・RO・殺菌の前処理に最適

＜用途＞
集落用生活水および飲料原水

：日本研修経験者

：日本留学経験者

現地支援機関の推奨：

：公共水道普及未了地域

：豊富な濁水処理実績

・ものの流れ

地域：インドネシア
大学：バンドン工科大学
行政：州政府・公共事業省
顧客：地域コミュニティー

クリアシステム社

現地法人

現地製作
協力企業

地域サービス
代理店

運用
地域機関

・技術
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・浄水装置ソフト仕様
・分離膜エレメント
・メンテナンス技術

・モジュール取付
・定期分解掃除サービス
・モジュール交換

・浄水装置ハード仕様

・浄水装置ハード

＜特徴＞
①分解掃除ができる中空糸分離膜
②ケークろ過＆逆洗方式
③MF・RO・殺菌の前処理に最適

＜用途＞
集落用生活水および飲料原水

：日本研修経験者

：日本留学経験者

現地支援機関の推奨：

：公共水道普及未了地域

：豊富な濁水処理実績

・ものの流れ

地域：インドネシア
大学：バンドン工科大学
行政：州政府・公共事業省
顧客：地域コミュニティー

 

図 4 インドネシア簡易浄水システム事業構想（概要） 

 

 

 

訪問結果 

・今回の訪問では、コア企業の膜を適用するための具体的な原水の候補があがった。 

・また、バンドン工科大学関係者および現地企業とのネットワーク構築と今後の展開の可

能性の感触を得るなど、一定の成果を得た。 

・今後、システムの事業構想を明確にして、インドネシア側のニーズの具体化とコア技術

の現地ニーズに合わせた改良などを段階的に実施していくスキーム構築が必要となる。 
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8）第 4 回研究会（2012/12/11(火) 13:30～15:30） 
 「海外での部材調達」というテーマで研究会を開催した。プレゼンテーションとして、

東南アジア 8 カ国に拠点を持つクボタ化水株式会社（旧 富士化水工業株式会社（FKK））

常勤顧問の古田忠司先生にお話しいただいた。 

 また、第 2 回 FS 調査結果に関する意見交換を行った。 

 

○「インドネシアでの水処理設備の海外調達」 
同社では、東南アジアの日系企業の排水処理を中心に海外展開を行ってきた。海外拠点

としては、中国（北京）、中国（上海）、台湾、ベトナム、タイ、フィリピン、マレーシ

ア、インドネシアの 8 箇所である。 

排水処理設備を現地施工する上での部材の調達は、契約場所によって大きく分かれてい

る。大別すると、「日本契約の場合」、「現地と日本で発注と受注を分担するオンショア・

オフショアの場合」、「現地契約の場合」の 3 パターンである。 

 

 一方、部材を海外調達する場合には、インドネシアでは、制御盤や施工材料については

現地品、また、汎用ポンプのような一般的な電動機器、汎用脱水機のようなユニット機器

については、中国製、台湾製、マレーシア製を用いているが、計装機器のような高い信頼

性を要求する機器については、台湾製、日本製などを用いている（資料 8-1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：FKK：富士化水工業株式会社 
資料 8-1  
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また、海外調達機器の性能の評価やコストについては以下のような話があった。 

 

海外調達機器の評価及びコスト 

・FKK では海外ネットワークとしても台湾系が強いこともあり、主要な一般機器の調達

先は台湾メーカー品が主流となっている。製品評価としては日本製ほどの信頼性はない

ものの、概ね安定した工場稼動使用に耐えるグレード。  

・日本製品を使用するケースは、対象排水が腐食性と高いものの場合のセンサー類等の計

装機器、及びダイヤフラムポンプ等に限られているのが現状。 

・コスト感は 2000 年時点で日本製に対し 50％程度の購入コストで採用していたが、2010

年以降、日本製品についても低価格競争となっており、実際の価格差は 2～3 割程度で

以前ほど無くなっている印象。 

・機器の手配選定にあたっては、コストだけでなく、資料対応、納期融通、保証対応等で

FKK 現地社と機器供給元の商社、代理店の関係が重要な要素となっている。 

・インドネシアに限らず、アセアン地域でのプロジェクトでは、既に大部分の調達機器に

ついては現地施工サイドでの手配購入となっている。 

 

質疑応答の際、以下の点について追加説明があった。 

・インドネシアでの機器類として、ポンプ類は台湾やマレーシア製であるが、制御やセン

サーなどは日本製である。 

・また、台湾製は、日本と同様に使えるが、ヨーロッパ製は、規格が合わないために注意

が必要である。 

 

また、第 2 回 FS 調査結果報告後、プロジェクトについて以下の意見交換を行なった。 

・FS 調査では、人的なネットワークの構築ができた。 

・本研究会のコア技術は、濁水除去に向くシステムであり飲料水には適さず国内でのニー

ズは少ないが、海外では展開のチャンスがある。 

・事業構築の上で注意すべき点として、持続性のある事業とすること、企業での連携体制

を構築することが重要である。 

・また、持続性のある事業とするには、先端技術ではなく、アフターケアが難しくないも

のとすべきである。 

・人材やコスト面での継続性を意識した取り組みとすべきである。 

 

今後の検討事項 

・研究会では、生活用水と飲料水を対象としてきたが、次回は飲料水について国内におけ

る管理事例について、話題提供していただくこととなった。 
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9）第 5 回研究会（2013/2/7(木) 15:30～17:30） 
 「水道の水質管理」というテーマで研究会を開催した。テーマプレゼンテーションとし

て、水道事業に携わっている株式会社水みらい広島事業推進部部長の松延紀至先生にお話

しいただいた。 

 

○「我が国水道の現状と水質管理について」 
株式会社水みらい広島は、広島県が 35%、水 ing 株式会社が 65%を出資した官民の上下

水道施設の運転・維持管理をする会社で、国内初の水道における民間企業過半数出資の公

民共同企業体であり、平成 24 年 9 月に発足した。 

株式会社水みらい広島についての説明ののち、日本の水道の歴史と現状について説明が

あった。 

 

・日本のように水道水が飲め

る国は世界でも少なく、ボ

トルウォーターを飲む文

化が世界の主流である。 

・日本の水道の歴史は古く、

江戸時代の玉川上水は、当

時の江戸の人口約 200 万

人の約 60%に普及してい

た。 

・日本の近代水道の始まりは、

1887 年に横浜で相模川を

水源とした緩速砂ろ過施

設が始まりである。 

資料 9-1 

・上水道事業の流れは、取水、

導水、浄水、送水、配水、

給水から成っている（資料

9-1）。 

・日本の上水道の事業の数は、

全国で約 1，928 箇所であ

るが、100 万人以上に供給

する大規模なものは少な

く、そのほとんどが 2 万人

以下を対象とする小規模

な水道である（資料 9-2）。 
資料 9-2 
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・平成 22 年度に水道を利用

している人々は全国で1億

2,482 万人になり、水道の

普及率は総人口の 97.5%

となっている。 

・ただし、総供給量は平成 7

年頃のピークを過ぎて、新

規建設から維持管理、施設

更新の時代に入っている。 

・1 人あたりの 1 日の飲料水

は 1～2L、生活用水を含ん

だ水道使用量は 300～

400L と言われている。国

によっては、100L といっ

た国もある。 

資料 9-3 

・また、日本では水源の半分

程度がダムによるもので

ある（資料 9-3）。 

・海外での飲料水の水質には、

WHO 飲料水水質ガイドラ

インをもとにその国で決

められた基準を満たす必

要がある。WHO 水質ガイ

ドラインの体系は図のよ

うになっている（資料 9-4）。 
資料 9-4 

・我が国の水質管理について

は、取水した段階で、水質

分析（濁度、色度、水温、

ｐH、電気伝導度、臭気強

度）を行って、水質にあわ

せて処理方法を変更する

などの対応を行っている。

（資料 9-5） 
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このように我が国では、飲料水、また、生活用水の両方に利用できる上水を優れた水質

管理の方法を用いて供給している。一方、インドネシアでは、生活用水レベルと飲料水レ

ベルとは、要求レベルが異なっており、生活用水レベルを目指すことと、飲料水レベルを

目指すことでは、管理の程度も大きく異なってくる。 

 

講演後、以下の質疑応答が行われた。 

・海外に合った小規模で価格を抑える方法はあるかとの問いに対して、コンパクトな膜を

使う。敷地が広いところでは緩速濾過を用いる、など場所によって変わってくるとの回

答があった。 

 

事務局より、1 月の現地再訪問について報告があった。 

・1 月に現地を再度訪問してヒアリングした結果、飲料水よりも生活用水について興味を持

っているとのこと。また、水道設備はあっても老朽化しており、そこを通った水は飲め

たものではないため、必然的に飲用水はボトルウォーターが主流となる。 

・水供給にあたって配管も必要なのかというと、その部分は地方政府がやる部分で、浄水

のみを企業が受け持つ。 

・また、現地の企業の話では、BOP 以外の民生用途（災害（洪水など）時の供給水など）

があり、そちらが優先される場合もあるとのこと。 

 

今後の取り進めについて以下の議論が行われた。 

・JICA によれば、申請書作成にあたって、BOP 層の人が料金を払える画が描けること、

BOP 層を直接的に相手にしていること、などの用件を満足する必要があるとのこと。 

・申請にあたっては、候補地を限定した上で提案する必要がある。 

・たとえば現地でビジネスが始められたとして、いつまでも支援施策を使えるわけではな

い。料金の収集、現地での技術者の工面や、コストの削減等、トータルで見て持続可能

なモデルの検討が必要。 

 

 これまで現地のニーズに対応できるようネットワークを構築してきたが、今回インドネ

シアと日本の水道文化の違いを知り、飲み水ではなく生活用水のニーズを確認することと

なった。今後は、得られた情報を元に今一度事業構想全体を見直し、より具体的なシステ

ム構築をしていく必要がある。その後、資金面や人材面における課題へ一つ一つ取り組ん

でいくことが望ましい。 
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10）インドネシアプロジェクトまとめ 
【国内外の人的・組織的ネットワークづくり】 

このプロジェクトは山口県宇部市を拠点とした研究会とインドネシアのある州との 

交流の中で生まれた飲料水開発の芽が出発点である。 

この芽を育てるために、インドネシア中央政府から繋がるネットワークを構築してい 

くとともに、日本側の協力機関や企業とのネットワーク構築を試みた。  

 結果として、インドネシア中央政府から繋がる政府系の企業や大学、また、JICA や 

JETRO の現地機関とのネットワークができた。 

しかしながら、ニーズの現場とは未だ繋がっていないため、現場に近づいていき、し 

っかりとした事業の画を描いていく必要がある。 

 

【技術・システムの現地化】 

 今回のコア技術としたシーズは、濁水を弱い圧力であっという間に透明にでき、さら 

にブラシで擦って洗浄できるという強い膜（SP 膜（コア技術の膜））である。 

この膜は、その特徴ゆえ応用力が高く、あらゆる現場で対応可能だが、これをどこの 

現場でどういったニーズに対応させ、どのようなシステムとして構築していくかがプロ 

ジェクト構築のポイントであった。 

 しかしながら、インドネシアには様々な水に関わる課題があり、さらに当初想定した 

飲み水というターゲットも、上水道の配管に問題があるので飲み水よりも生活用水の方 

がニーズが大きいという情報もあり、ターゲットの絞り込みができず、システムの構築

にまで至っていない。 

 ただ、現在、簡易実験装置をインドネシア側にサンプル提供しているが、現地からア

イディアも入ってきており、オープンイノベーションが行われつつある。これによりタ 

ーゲットの絞り込みと 適なシステムの構築が図られることを期待したい。 

 

【現地で役立つプロジェクトの構築】 

 インドネシアには、水に関する課題が多々あり、日本には対応できそうな技術が多々 

ある。 

今回は、コア技術の展開をモデル的に行ったが、日本の技術が貢献できる余地が大き 

いことから、今後、課題としてあげられた現場に足を運び、ニーズの深掘りを行った上 

で、現地で役立つプロジェクトを組み上げていくことが望まれる。 
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