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１. セミナー概要

1-1 概要

滋賀県において、水環境関連の産業・研究機関の集積やこれまでの琵琶湖での水環境保全の取組

を活かした水環境ビジネスの展開を図るため、官民連携のプラットフォーム「（仮）しが水環境ビジ

ネス推進フォーラム」の立ち上げに向けて、「世界の水ビジネスと先行事例に学ぶ」をテーマに、世

界的な水ビジネスの最新動向や先進事例、国や県の取組や計画について紹介した。

【「世界の水ビジネスと先行事例に学ぶ」】概要

日 時 平成２４年１０月２４日（水）１０：３０ ～ １２：３０

場 所 長浜ドーム「びわ湖環境ビジネスメッセ 2012」会場内セミナー室 1

参加者数 79 名（スタッフ、出演者等を含まず）

1-2 構成

開会・基調講演 10：30～11：20

□挨拶 滋賀県商工観光労働部商工政策課 次長 中山久司

□基調講演 「世界の水ビジネスの最新動向と参入機会」

グローバルウォータ・ジャパン 代表 吉村和就氏

企業プレゼンテーション「水環境ビジネスの展開事例紹介」 11：20～12：10

□講演 1 「水ビジネスの海外展開戦略（関西 HANDs の取り組み）」

株式会社ナガオカ 代表取締役社長 CEO 三村等氏

□講演 2 「独自の水環境ビジネスの展開をめざす

～中小企業の国際化の始まりから今後の展望～」

株式会社日吉 代表取締役社長 村田弘司氏

水環境ビジネス推進事業の紹介 12：10～12：30

□「関西・アジア環境・省エネビジネス交流推進フォーラム（Team E-Kansai）の

水ビジネス支援について」

経済産業省 近畿経済産業局 総務企画部 参事官（環境・エネルギー海外展開担当）

高瀬幸子氏

□「しが水環境ビジネスの推進について」

滋賀県商工労働部商工政策課 課長 廣脇正機
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２. 「世界の水ビジネスと先行事例に学ぶ」講演内容

2-1 基調講演 「世界の水ビジネスの最新動向と参入機会」

グローバルウォータ・ジャパン 代表 吉村 和就氏

（国連・環境テクニカルアドバイザー）・・・・・・・・・・・・

地球上の水資源と、急拡大する世界の水需要

1961 年、ガガーリン少佐が人類で初めて宇宙空

間から地球を眺めたときの「地球は青かった」と

いう有名な言葉から、人類は、「地球は水の惑星で

ある」と偉大なる誤解をしてしまうようになった。

実は、我々があまりお金とエネルギーをかけな

いで使える水は、地球上には 0.01％しかない。そ

の 0.01％の水を、今は世界 70 億人の人間が分か

ち合っている。現在でも足りなくなっている。将

来、例えば2050年100億人になったらどうするか。

これこそが、「世界の水問題」である。

では、一体誰が水を使用しているのか。今、アジアが全世界の約 55％を使っている。これからは、

インド、中国、インドネシアなどで経済発展がますます進み、世界の水の約 70％をアジアが使うも

のと想定されている。ここに大きなビジネスチャンスがある。経済の発展、人口の増加が進めば、

一人当たりの水の使用量が増えていく。

例えば、東京都民は一人一日当たり 300L 使っている。人口 13 億人の中国では一人一日当たり 58L

しか使ってない。つまり、５分の１だ。もし、中国が東京都民並みに水を使うようになると、全世

界の水資源を中国に持って行っても間に合わなくなる。

では、水不足の問題解決はどうしたら良いのか。無尽蔵にある海水の淡水化、それから我々の使

った水のリサイクルなどのマーケットが、今後伸びるものと考えられる。

最近の水に関する国際会議・展示会

世界では様々な国際会議が開かれている。私は今年も多くの国際会議に沢山参加している。

3 月フランス・マルセイユで行われた「第 6 回世界水フォーラム」で、170 カ国から 35,000 人が

参加した。フランスは水メジャーの本場で、国策として水ビジネスをやっている。

７月シンガポールで開催された「国際水週間」では、アジア最大のビジネス展示会で、104 カ国

から 19,000 人の参加があった。ちなみに、こちらはシンガポール政府の主催である。

9 月のプサンでの「IWA 国際水協会総会」も、84 カ国から専門家が 3,200 人参加した。この様子

については、NHK や読売テレビなどで放送された。

これらの国際会議や展示会では、水の問題解決は、水、エネルギー、食料の三位一体で考えまし

ょうという提案がなされている。この点は今日、皆さんぜひ頭に入れていただきたい。

水関連市場の伸びと、世界巨大水企業

今、世界では水ビジネスがどう動いているかについてお話しする。
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マーケットはどれくらいあるか。リーマンショック以降、世界経済は大体 5％の伸び率である一

方、水ビジネスは常に 6～12％の伸びを示している。すなわち、常に経済成長率よりも水ビジネス

は伸び率が高くなっている。

日本国内だけ見ていると水ビジネスは絶望的であるが、世界には大きなマーケットが存在してい

る。しかし、そこに進出するには、勇気とアイデアが必要である。

今後、世界の水、資源そのものが足りなくなっていく。石油はいったん燃やすと炭酸ガスと水に

なって消える「消耗資源」だが、水はうまく使うと何回でも使える「循環資源」である。そのため、

今後は海水の淡水化や、使った水をリサイクルする再生水のマーケットが伸びていく。

世界の水インフラへの投資はどうなっているか。

OECD のデータを見ると、世界のインフラ投資の中で一番お金がかかるのが水インフラ、次いで、

テレコミュニケーション、道路、電力、高速鉄道となっている。また、国家政策として国の安全保

障として水を見れば、水は最大の案件である。

その投資は、現在では、アジア、オセアニア、ヨーロッパ、旧共産圏であり、先進国のイギリス、

フランス、アメリカでは更新需要である。また、今後伸びるのがラテンアメリカ、北米、アジア、

中近東であると言われている。中でも、中近東では海水淡水化、下水リサイクルが大きなマーケッ

トである。

今まで、水ビジネスで誰が一番お金を稼いできたか。

俗にいう水メジャーと言われるフランスのスエズとヴェオリア、イギリスのテムズウォーターの

3 社が、2000 年には世界の水道の 8 割を押さえていた。しかし、今ではその比率が 34％くらいにま

で下がっている。彼らは実力があるのになぜ下がったか。これは、世界のマーケットが 2000 年に比

べて今３倍になったということである。

また、スエズ、ヴェオリアは一兆円以上の売上で、金融資産でさらに利益をあげている。日本の

水道料金を年間合わせると２兆 7,000 億円に止まる。加えて、お金を集めているのが国内 1,400 の

自治体であるため、職員と施設の運転資金で消えて、お金がお金を作る構造になっていない。

なぜフランス、シンガポールは強いのか

以前、私は旭川市で開催された日本水道総会で、「日本は水道局が多すぎる。47 くらいに減らす

べきだ」と言って反感を買ったことがあるが、本当は、日本でもそれくらい大胆な取組をする必要

があるのではないかと、私は思っている。

なぜ、フランスが強いのか。

まず、外貨の獲得が国策だと打ち出している。そして、中近東、中南米の水道民営化を、かつて

のシラク大統領が中心となりトップセールスをした。先ほど紹介した世界水フォーラムも、全部フ

ランスが主導してやっている、大統領のトップセールス、国際的なロビー活動、それから海外へ出

て行くとき、ＦＳとして 4,000 万円まで黙って貸してくれる。

分かりやすい例では、昨年 3.11 の福島原発事故があげられる。同年 3 月 30 日、世界で一番高放

射線の汚染対策技術を持っているフランス・アレバの CEO が訪問してきた後、4 月 1 日にサルコジ

大統領が訪問してきた。これは、汚染対策や最終処分のために 2 兆円を投資してもらうことを菅総

理に取り付けるための来日であり、たった 3 時間半しか日本にいなかったが、２兆円の仮契約を持

ち帰った。「外貨の獲得は国益である」と常にトップリーダーが考えていることが、このことからも

分かる。
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最近頑張っているのはシンガポールである。

シンガポールで使っている水の 52％はマレーシアからパイプ 3 本で輸入していた。止められると

困るので、100 年契約をしていた。その契約更新の予備交渉が 2000 年に行われた際、マレーシアは

なんと「今の 100 倍で契約せよ」と言ってきた。これにはシンガポールも驚いた。

シンガポールは淡路島と同じ大きさに 550 万人が住んでいる。また、商用で住んでいる外国人が

100 万人いる。「水を止められたら大変だ」ということで、水の自給率を高めるべく、国策で水ビジ

ネスを始めたというのが、きっかけである。

シンガポールでは、まず、国内の下水処理場を全部海外メーカーに開放し、ぜひシンガポール企

業と水ビジネスを一緒に、下水を膜で処理して飲料水まで持っていくよう取り組んで下さいという、

「ニューウォーター計画」を実施した。

そして、効率的に取り組めるように、水に関する権限を全て公益事業庁（PUB）に委ねるようにし

た。PUB に持ち込めば、案件全てがそこで完了する。ちなみに、日本における水に関する省庁は、

水道が厚生労働省、下水が国土交通省、工業用水が経済産業省、農業用水が農林水産省とバラバラ

である。

計画を提唱し、進めていったのが 31 年間政権の座にいたリー・クワンユー大統領である。この大

統領は、「とにかく日本に学べ」と言い続けて、シンガポールはあらゆることを取り組んできた。

具体的には、世界中の水処理企業に一緒にやりましょうと呼びかけて、システム、膜会社、イク

イップメント、コンサルタントと、約 140 の会社とアライアンスを組んだ。その結果、2000 年から

始めて 2003 年には水ビジネスを海外展開できるような状態にまで持って行った。

韓国における政策

韓国の政策も、日本が水ビジネスについて見習わなければいけない。

韓国に学ばなければならないのはトップセールスである。イ・ミョンバク大統領は、昨年 18 カ国

を回っていて、その営業成績が 6 兆円であるといわれている。彼は現代建設の社長だったこともあ

り、民間の感覚で外貨を稼いでいると言えるだろう。実際のところ、韓国は人口 5,000 万人で、GDP

の 52％は海外輸出である。日本は 15％に止まるのを考えると、かなりその割合が大きい。

イ・ミョンバク大統領は、国家として次の産業をどうやって育てるかという観点から、韓国国内

の 700 の上下水道を開放し、リハビリテーション技術や膜などの先端的な技術開発を行った。

もう一つは韓国企業トップの姿勢である。今年の２月、私は依頼を受けて韓国の最高経営者会議

に“世界水戦争は始まった”というタイトルで、英語で講演した。講演の後、主催者として壇上に

上がったのが、サムスン、ＬＧ、ＫＴのトップで、このメンバーが韓国経済の 3～4 割を牛耳ってい

る。そして、講演後には彼らトップが私に寄ってきて、「世界の動向はどうなっているのか」「今後

何をやると儲かると思うか」など、直接トップが話しかけてくる。経営トップが自ら市場のニーズ

を掴むという姿勢は凄いとその時実感した。

韓国での膜の構造と仕様、K-ウォーター

今、韓国では国家プロジェクトとして、2400 億円をかけて 2020 年までに世界で通用する水ビジ

ネス会社を 8 社設立するという目標を持って動いている。エコスター（ECO・STAR）とシーヒーロー

（SEAHERO）は、国家プロジェクトで先端的な水処理と海水淡水化の膜を開発している。

サムスンが開発した膜は、世界で最も強くて軽くて取水量が大きいと言われている。また、製造

コストは日本の半値くらいである。これは、日本が 30 年の月日をかけて開発したものをたった 3
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年で開発し、膜を作るための電気代が日本の半分であること、そしてウォン安という背景がある。

韓国の海水淡水化の方式は「サーマル方式」と、「RO 膜方式」の２つがある。熱方式はドゥサン

重工業が中心で、RO 膜はウージンケミカルがつくっている。

アラブ諸国の経済発展が伸びて非常に水使用量が増えてきているので、熱方式+ＲＯ膜方式という

ハイブリッド方式のマーケットが非常に増えてきている。

現在、韓国では K-ウォーターという、約 4,000 人で韓国国内の上下水道の維持管理を約半分ほど

行っている韓国の水資源公社が前身だ。そのオペレーションとメンテナンスの実績を以って、これ

から国際入札へ出て行こうとしている。つまり、K-ウォーターが事業主体となり、サムスンやドウ

サン重工業などとチームを組んで出て行くことを検討している。

また、サムスンが、サムスンチェイルという繊維メーカーで膜を作って、サムスン・エンジが設

計・調達・建設を実施し、さらにはサムスン電子でスマホからデータがみられるようになり、最終

的にはサムスングループでファイナンス提供に取り組もうとしている。

これからの水ビジネスは、ファイナンスをしっかり用意できないと勝てないだろう。日本は技術

だけ集まっているが、民営化し安定した後の資金力がないと今後はやっていけなくなるのではない

だろうか。それにひきかえ、サムスンでは、ファイナンスまで一括して対応しようとしている。

GE やシーメンスが狙う世界水ビジネス

現在、アメリカの GE では、膜の会社や関連する会社を次々と買収している。

今年の 6 月、GE のイメルト会長とお会いした際、すぐに「アジアの水マーケット、日本の水ビジ

ネスはどうなっているか」と聞いてきた。また、「日本のエンジニアリング会社で買収するとしたら

どこがいいか」と聞いてきた。世界で最大の企業のトップが、水について関心を持つ。トップの姿

勢、具体的にはスピード感覚や目の付け所が違うと実感した。

ドイツのシーメンスは、アメリカで最大の水処理会社だった US フィルターを買収し、これから旧

共産圏に進出していこうとしている。

IBM、水ビジネスに乗り出す

IBM では、ニューヨーク州のハドソン川などで自動的に水の流量や汚染度を分析しながら水の管

理を行っている。また、アイルランド、マルタ島など、全世界の水状況を衛星とインターネットを

活用して、クラウドコンピュータで管理している。すなわち、IBM は「水」が将来巨大なビジネス

になると捉えて、様々なセンサーによって全世界の水を把握し、ひいては大陸全体の水を管理する

ことを狙っている。

例えば、全米の水資源情報を IBM が全部把握していれば、穀物商社がその情報を得ることができ

ると来年度の作付け状況が分かるようになる。そして、降雨量が分かると水力発電で供給できるエ

ネルギー量も算出することができる。さらには、バイオエタノールについても水資源量が分かれば

算出できる。

現在、IBM は、岩手や宮城、福島といった、東日本大震災で打撃を受けた県庁のそばにビルを借

りて、スマートウォーター、スマートシティ計画を、県の代わりに無償でまとめていて、日本の国

内大手企業が IBM にコンタクトしている。

これは、被災された県が、大手企業へ直接コンタクトすると、談合とか癒着とかすぐ叩かれる。

IBM は、われわれが基本政策を無償でお手伝いすると絵を描き、そこに具体的な数字や固有名詞が

書き込まれると、日本の会社が営業するという構造になっている。これは、日本企業がソフト提案

に弱いことを示している。
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日本はなぜインフラビジネスで世界に負けるのか

日本は今後どうやって生きていくのか。これは、まずは「日本はなぜインフラビジネスで世界に

負けるのか」という論点からお話ししていきたい。

一つは、「技術があると勝てる」というのは大きな間違いで、相手国のニーズをきちっと掴まなけ

ればいけない。

次に、指揮者がいない。日本は「指揮者のいないオーケストラ」だと言えるだろう。第一バイオ

リン、第二バイオリン、ティンパニー、それぞれ一人一人の演奏者はすばらしいが、小沢征一やバ

ーンスタインのようなタクトを振る優秀な人がおらず、バラバラに動くため、不協和音になってし

まう。これは日本のあらゆる産業界にあることだ。

そして、メーカーが多すぎる。いろんな企業の中で、どれか一つを呼ぶと他が怒る。

根本的には、今の政権に国策がないこともあげられる。先ほど、韓国やフランスの例を話したが、

「外貨の獲得は国益である」という概念が、政治家の頭の中に入っていなければならない。

特に、水インフラは一度作ったら 50 年 100 年と維持管理しなければならない。また、国と国との

約束は、「看板」と「信頼」が重要になってくる。日本は世界から一番信頼されている国であるため、

この点をきちっと活用していくべきではないか。

それからナショナルフラッグの会社が無い。今、水インフラで海外展開している日本企業は 50

社以上に及ぶが、海外ではフランスはスエズとヴェオリア、シンガポールはケペルとハイフラック

ス、韓国はサムスンとドゥサン重工業と、ナショナルフラッグの巨大企業がある。これらの企業に

対抗するためには、日本は企業同士アライアンスを組んでいく必要がある。

さらに、日本企業の欠点は全体のニーズを掴むのが下手で、コストが高い、アライアンスが苦手

である。また、システム提案やスピード感のある経営という感覚がない。日本の大手企業は、起案

をしてから稟議書を作成し、役員会を開催するだけで半年かかる。それにひきかえ、韓国ではすぐ

にビジネス展開している。

さらには、相手国の人材を育てるプログラムを持っていないことも大きな問題である。日本は製

品を売ってさよなら、その後はフランスが管理しているというのが日本の ODA の実情である。これ

では世界に勝てない。

勝てる日本の戦略とは

それでは勝つにはどうしたらいいか。３つのパターンが考えられる。

１つ目は、国内企業と海外企業で組んで、共同事業会社で攻めていく例がある。具体例としては、

日揮がシンガポールのハイフラックスと組んで、中国の天津の海水淡水化事業をしている。

２つ目は、円高情勢を生かして、海外の会社を買収すること。具体例としては、日立プラントテ

クノロジーがモルジブのマレという水道会社を買収し、それに IT 技術を導入して、200 箇所の島で

海水淡水化事業をしている例があげられる。

３つ目は、上下水道経営のノウハウを持っている 1400 の自治体と、企業が組んで共同会社を作っ

て海外に出て行き、それに対して国がきちっと支援をしていくことが考えられる。この際、情報収

集、契約につながるよう NEXI、JBIC、JICA などが出資、融資、外交努力をすることが必要だろう。

その具体的な動きとしては、2011 年に三菱商事と日揮、荏原が作った水の事業会社「水 ing」（ス

ウィング）という会社がある。この会社は、アジア最大の水事業会社を目指して事業展開を進めて
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おり、これに対して東京都水道局が応援している。実際、豪・United Utilities を買収して、22

箇所の上下水道を管理している。

また、東京都では、国際的な事業展開ができるように「東京水道インターナショナル」という会

社を設立した。

東京都での牽引者は猪瀬副知事である。2008 年１月、私の携帯に「水ビジネスについて教えてく

れないかと」と電話がかかってきて、会ってみたのがはじまりで、それ以来、東京都の水ビジネス

については無償でアドバイザーをやっている。

国も海外向け水ビジネスについて、2～3 年前までは一生懸命やってくれたが、最近はあまり熱心

ではない。また、政権も省庁も動かない。会社で社長が毎年変わると誰も言うこと聞かなくなると

いうことは想像できると思うが、それと同じことがいま国全体で起きている。

海外で水ビジネスを展開する場合、単品ではなく、事業経営に入っていくようなノウハウを掴ん

でいくことが重要である。

一例をあげると、今は「クラウド」システムが流行っているが、コマツでは GPS と情報ツールを

入れた建設機械を販売していて、全世界での売上が 2 兆円に及び、全売上に占める海外比率が 85％

であるようだ。しかし、全世界で活躍しているコマツ製品の情報は、リアルタイムで東京にて管理

し、次の経営資源としている。また、小松電機産業（松江市）は、290 以上の自治体、6,500 システ

ムを設置してスマホでデータが分かるようにしている。

まとめ 世界で勝つためには

世界で勝つためにはまず相手国のニーズを掴むこと、人脈をおさえておくことが重要である。

オールジャパンではなく、ジャパン・イニシアティブで、海外の会社をうまく使うことを考える

べきである。海外のコンサルタントの活用、IT 技術の活用なども重要である。

そして、国や自治体に多くを期待するべきではない、ということも最後に言っておきたい。彼ら

から看板だけを借りるつもりで、行動は民間会社が主体的に行うことが重要だ。

最後までのご清聴ありがとうございました。
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2-2 企業プレゼンテーション 「水環境ビジネスの展開事例紹介」①

講演 1 「水ビジネスの海外展開戦略（関西 HANDs の取り組み）」

株式会社ナガオカ 代表取締役社長 CEO 三村等氏

私はしがない中小企業のオヤジだが、私なりに経験したこと、またど

うしないと海外へ出て行けないかということを、自分の体験を踏まえて

まとめてみた。

特に、関西 HANDs というのを立ち上げ、その取組事業を皆様の参考に

なればと思い、これからお話しする。

深刻化する世界の水不足と、海外の水ビジネスで必要とされるもの

深刻化する世界の水不足は、人口の急激な増加と社会の発展に限らず、生活用水のみならず食料

問題、生態系にも影響し、きわめて深刻なものとなっている。この事実は、マスメディアを通じて

毎日のように放送されている。

特に、開発途上国における水問題は、急速な経済発展には水が不可欠である一方、その陰で水質

や環境汚染が本当に深刻化している。そのため、取水から排水、さらには汚泥処理までのトータル

的な提案が、開発途上国では必要だと言われている。実際に、私が海外のお客さんのところに行く

と、いろいろな問題が出てくる。私はどちらかというと上水の方だが、上水以外にも排水、または

汚泥処理までが必要なところもある。

日本は、膜やバルブなど、個々に優れた技術はある。しかし、お客さんが欲しいのは、個々に優

れた技術ではなく、水そのものである。海外では、「すぐにでも水が欲しい」と言っている。

日本企業は意思決定に時間がかかるのが大きな問題だ。例えば、交渉の場に中間管理職の人が来

て、稟議を回して社内決済をするには最低 2～3 ヶ月はかかる。一方、ヨーロッパやアメリカの企業

はトップが出てきて、即決する。

私自身、海外の水ビジネス、特に中国の水に関しては３年ほど関わっているが、最初の１年はセ

ミナーなどいろんなところに出かけて、どんなやり方が一番いいのかと勉強した。その際、お客さ

んのニーズとマッチしなければいけない、そして、スピードが重要だという結論に達した。

日本企業は大手海外水メジャーに、大きく後れを取っている。国際社会で競争を勝ち抜くには、

日本企業の連携が必要である。また、海外水ビジネスで求められているのは、個々の製品ではなく、

トータルの提案、そして意思決定の早いスピードであると言えるだろう。

関西 HANDs のメンバーとその技術の強み

関西に本社を置く、日立造船、アタカ大機、ナガオカ、ダイセン・メンブレン・システムズの 4

社により連合体を結成した。これを関西 HANDs（ハンズ）と言う。それぞれの会社の頭文字を取っ

て HAND、そして、複数だから「ｓ」を最後につけている。4 社のトップが集まり、客が何を望んで

いるかということを研究し、そのニーズにお応えする連合体をしようという考えから発足した。

この４社は、異なる技術やサービスを有する。日立造船は廃棄物処理・資源化・汚泥処理を、ア

タカ大機は下水・廃水を、当社は地下水取水のスクリーンや薬品を使わない水処理を、ダイセン・

メンブレン・システムズは、膜処理や中空糸のモジュールをそれぞれ有する。

４社それぞれの強みを活かし、取水から排水までをトータルパッケージで提案できる。すなわち、

「小さく生んで、大きく育てる」という意識のもと、一緒に取り組んでいる。
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トータルパッケージと提案型ビジネス、そしてスピード感覚

日本の大手企業の技術はすごく強い。例えば、膜にしてもバルブにしても、世界トップレベルだ

と言えるだろう。しかし、それがそのままお客さんに通用する訳ではない。

お客さんが欲しいのは、いわゆるスタンダードなものである。例えば、軽自動車がほしいお客さ

んに対して、レクサスやベンツを一生懸命売り込んでいるというのが、今の日本のビジネスのやり

方ではないかと、私は捉えている。

お客さんの目線に合って、お客さんと win-win の関係を構築しようと思えば、お客さんのニーズ

をよく聞き、お客さんの目線に合わせて、それからスピード感覚を持って、Top-To-Down で対応し

ないといけない。それを私はこれまで率先して取り組むことで、水循環に関するパッケージ提案が

できるようになっていったと自負している。

関西 HANDs の運営内容

関西 HANDs では、2 ヶ月に１回、「連絡会」と称する定例会議を持っている。ここでは、４社固有

の情報を共有化し、それらをいかに結びつけるか、「これちょっと乗ろうじゃないか」「こういうこ

とをお客さんから依頼されたよ」と話し合い、できそうなことを絞り込んでいく。各社とも、意思

決定を早くするため、運営責任者は役員クラスを選抜している。

そして、展示会、セミナー、フォーラムなどには積極的に参加し、技術及び活動の PR を行い知名

度の向上を図っている。この中で近畿経済産業局、JETRO などにお世話になっている。

中国水道・下水道の実績

中国の淅江省では、取水プラス膜処理設備を提案している。原水であるダムの水を取水する技術

はナガオカの埋渠という技術、浄水の技術は膜処理のダイセン・メンブレン・システムズである。

膜処理と膜ろ過装置の２つの技術をつなげただけのコンパクトなシステムである。最初は非常に小

さな話で、現在開発中の団地、モデル地域内の小中学校など、800 名くらいの処理規模であったが、

今では同じような規模で 3 つも 4 つも横に広がってきた。

また、遼寧省の瀋陽では、農村部向けの下水処理、1,000～5,000ｔ／日程度の処理量のモデル事

業を、ナガオカとアタカ大機の協働で実施した。

関西 HANDs は発足してから約 3 年間になるが、最初の 1 年間はほとんど実績ができなかった。し

かし、コツコツと粘り強く、お客さんは何を望んでいるか、徹底的に情報収集に 4 社とも協力して

実施していった。その結果、中国で 15 箇所の取水・水処理の案件を取り組んできた。

海水淡水化の将来像

次に、今後の関西 HANDs の将来像、これからやろうとしていることに触れてみたい。

海底浸透取水システムを、ナガオカ、日立造船で共同開発し、共同で特許を取得した。

海水から取水する際の問題点は、取水口に海洋生物がいっぱい付着し取水ができなくなり、その

結果、RO 膜への海水供給がうまくいかないことである。

我々が開発した技術は、海底に砂ろ過を作り、その下側に当社のスクリーンを設置して、そこか

ら海水を取るというものである。砂ろ過をするため、非常にきれいな海水を取れるし、なおかつ地

上には海中で付着したものが上がってこない。

また、従来型のやり方では、海の水をそのまま取るために、膜処置の前に一次・二次のろ過が必

要になってくる。一方、開発技術では、海の底から取るため、膜の前処理がほぼ不要になる。すな

わち、設備がいらなくなるため、300 億、500 億円規模のプラントのイニシャルで 30～40％程度の

コストダウンとなり、さらにはランニングコストも不要となる。

産廃がほとんど出ない、薬品も要らない、そして、きれいな水が取水できるシステムとして、今

後、事業展開できればと考えている。
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IWA との連携

IWA（国際水協会）という組織が世界にある。この組織を使うと、世界 130 カ国に情報が同時発信

できる。もちろん、日本もこの組織の中の一員である。日本の各市町村に水道局があり、これが集

まったのが日本水道協会という日本を代表する組織であるが、日本と世界の関係を、同様に理解し

ていただいたらよいと思う。

こういったところを徹底的に活用することは重要である。例えば、新しい発表をするなど。しか

し、日本がよく活用している例は、大学の先生がドクターを取るためにここで論文を発表している、

という使い方しかしていない。

そうではなく、ここで金儲けをしよう、ビジネスをやろうという考え方で、こういう組織体で発

表をして、評価をいただくことを積極的に進めるべきだと私は思う。

関西 HANDs の「s」の技術

また、ペットボトルの水の製造を、関西 HANDs4 社だけでなく、その他の企業も、紫外線滅菌や、

UV 装置を集めるなどして取り組むことも想定している。

したがって、関西 HANDs は、この 4 社だけでなくもっと多くの参加企業での組織形成を考えてお

り、参加を歓迎している。

例えば、電気、計装、水処理、環境技術、配管、漏水、メンテナンスとか、こういったものはこ

の 4 社にはない。だからもっと集まってくださいという、働きかけもしている。

まとめ

海外で水ビジネスを展開するには、日本企業の連携が私は必要だと思っている。もちろん、当社

でも単独でやれることもあるが、できれば組んだ方が早い、もっとスピードが上がる。そして、日

本企業は個々には優れた技術があるが、パッケージ型の提案ができないという悩みがあるので、そ

こを改良していかなければならない。

また、海外向けにはスピードが不可欠であり、そのためトップダウンで取り組まなければならな

い。Bottom-to-up でやると、時間ばかりがかかる。

今日は、関西 HANDs を立ち上げて、世界展開をしているという実例をお話しさせていただいた。

ご清聴ありがとうございました。
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2-3 企業プレゼンテーション 「水環境ビジネスの展開事例紹介」②

講演２「独自の水環境ビジネスの展開をめざす

～中小企業の国際化の始まりから今後の展望～」

株式会社日吉 代表取締役社長 村田 弘司氏

事例報告とあるが、まだまだ構想中のものや取組中のものが多く、

また田舎の中小企業が独自に考えて取り組んだ話なので、皆さん方

から色々お気づきの点やご意見を頂ければ幸いである。

弊社は、田舎の環境よろず屋といったイメージで、社会環境保全

のためにいろんなことをやっていこうという形で進めている。環境

よろず屋を展開するにも日本国内では事業許認可というのが必要に

なってくる。仕事の中身としては、当然法律に基づく仕事が多い。

関係法令で示された多種の国家資格を有するというのが技術立社と

いうひとつの武器となる。

しかし、この武器はあくまでも国内のローカルなルールであり、海外に出た場合はこれだけでは

だめだ、と感じている。

きっかけは、滋賀県と湖南省の姉妹都市締結

当社の国際化のきっかけは、来年 30 周年になる滋賀県と中国湖南省の姉妹都市締結である。滋賀

県には琵琶湖、湖南省には洞庭湖というシンボリックな湖がある。姉妹都市締結はこれらの湖で水

質汚染や富栄養化がたいへん大きな問題になってきたというのがきっかけであった。

滋賀県は 1982 年から、技術研修生を受け入れた。この技術研修生に対するお手伝いとして私ども

の会社で実務の研修をさせて頂いた。当社は、1955 年の創業以来、一貫して水環境保全の分野で事

業展開してきており、その当時から水処理技術に於いてもたくさん実績があった。

始まりは、湖沼水質の富栄養化対策

滋賀県では、1979 年に琵琶湖の富栄養化防止条例を施行した。琵琶湖の北湖、南湖、また琵琶湖

から出ている瀬田川、これら 3 つのポイントにおけるリン濃度の推移を見ると、いずれも条例が施

行された 1979 年からぐんと下がっている。

ちなみに、当社がある近江八幡市は、城下町なので堀があり八幡堀と呼ばれている。当時、八幡

掘に家庭排水しか流入せず非常に水質が悪いので有名であった。、。条例が7月1日に施行されたが、

前日の 6 月 30 日と 7 月 1 日の前後たった一日でリン濃度が約 3 分の 2 まで下がった。

滋賀県では富栄養化防止対策を基礎として、姉妹都市がはじまり、その中でわれわれが研修生受

入れのお手伝いをさせて頂いたのが始まりである。→きっかけの話と同じでは？

社会貢献活動から国際事業化へ

当社は、経営理念として社会貢献と技術開発を掲げている。そして、早くから社会貢献を目的と

して海外からたくさんの技術者を受け入れてきた。実際、滋賀県を始め、HIDA、ABK－AOTS、JETRO、

JICA など、さまざまな機関からの人材に対して、私どもが培った技術を広く役立ててもらうよう、

現在まで世界 20 カ国 200 名以上をお預かりし送り出してきた。

そのような活動をしてきた中で、なかなかそれが現地では根付かない、発展しない、ということ

を幾度も感じ、やはりビジネスを展開しなければならないと強く感じた。そして、これまで培って

きた世界中の日吉ネットワークを活かし、現在は各国に拠点を作っていくことを進めている。
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その一番目に立ち上がったのがインドのチェンナイである。ここは、日吉での研修修了生が多く、

既に 300 社以上の日系企業も進出していて、大変事業展開しやすいということで、ここに Hiyoshi

India を立ち上げた。

ちなみに、海外に出て行くためのビジネス規模はどんなものか。日本の失われた 20 年間と比べる

と、発展途上国では今後も年 10％前後の成長が見込まれている。現在、我々が拠点化を目指してい

るのはマレーシア、中国、ベトナム等である。

バイオアッセイ「ケイラックス」で世界展開を図る

「環境問題に国境はない」という考えから、当社では POPs 対策に取り組んでいる。POPs とは、

日本語で簡単に言うと有害化学物質で、具体的には農薬やダイオキシンなどがあげられる。

2001 年に、POPs の製造・使用・輸出入の禁止または制限をする条約として、ストックホルム条約

が採択された。現在、世界で 176 カ国が締結している。これをきっかけに、当社ではこの市場に出

ていき、オンリーワンを目指そうと考えた。

中小企業なので、マスの分野には出て行けないし、ニッチな分野においても何か光るものがない

といけない。当社の場合、化学物質の毒性の総量を評価する「ケイラックス」というオンリーワン

技術を武器に、海外市場の展開に取り組んできた。

化学物質はごく微量であり、従来の高額な測定機器で測ると、費用と時間がかかる。また、たく

さん測れない。それに対し、当社の「ケイラックス」は一種のバイオアッセイ（生物検定法）で、

遺伝子を組み換えた細胞での測定方法であるため、簡便に早く安く誰でもできるという利点がある。

ちなみに、2005 年には日本国の公定法に指定された。化学物質の測定はニッチな話ではあるが、ち

ょうど世界の測定方法の流れも、個別分析から包括分析へ、またケミカルアッセイからバイオアッ

セイへ、という流れがある。

「ケイラックス」の今後の展開

今後、この技術を世界標準化していくことを考えている。その際、社会貢献活動の中で培った、

国際レベルでの産学連携ネットワークを活用して展開していきたい。具体的には、私どもで独自に

持っている「日吉国際インターンシップ」という、中国、マレーシア、インド、韓国、ラオス、台

湾、ベトナム、タイ等から毎年 10 名以上の学生をお預かりしている取組の中で、共同研究や共同研

修をやっていこうと考えている。

繰り返しになるが、私どもは小さな会社であり、マスの分野に出ていくことも一旦考えたが、力

不足を感じ、ニッチな分野に活路を見出そうと考えた。ニッチな分野でも何か光るものがいるので、

オンリーワンというものを持たなければならないと考えた。

そして、いま取り組んでいるのが、バイオアッセイを用いて、現地の政府機関とともに、現地の

ラボで現地のサンプルを使って、現地の方にきちんとした環境評価をして頂き、その国にあった方

法であることを理解してもらうという活動を進めている。実際、すでにいくつかの国々で評価を頂

いている。複数の国で評価を頂くことにより、将来的には国際標準化へと導けるのではないかと考

えている。

また、ビジネス展開については、我々はこれまでの国際レベルでの大学ネットワークを有してお

り、この人脈を使って、商業化、共同的なラボから共同ビジネスという形で進めて行きたいと考え

ている。

さいごに

一気に 30 年間の話をしたので、もう一度整理する。

当社における国際展開のきっかけは、滋賀県が中国湖南省と姉妹都市として結ばれたことにある。
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その際、ちょうど湖沼の富栄養化という問題があり、その際に当社で研修生を受け入れた。「社会立

社・技術立社」という社是のもと、技術の移転、我々の技術・実績を世界の方々のお役に立てれば

ということで始めた。

しかし、ボランティア的な高い理念だけではなかなか根付きがない、発展しないということを強

く感じ、そこにはビジネス、金儲けがないと続かないと感じ、では何を持って乗り込むのかと考え

た時に、中小企業としてニッチな分野、つまり化学物質対策を考えた。ニッチな方法・分野であっ

ても武器が必要だと考えて、オンリーワンの技術ということで「ケイラックス」を世界に広めてい

こうと考えた。

そして、現在、国際標準化を目指し、各国々での利用を広めていくよう、我々の持っているこれ

までの国際ネットワーク、つまり大学や研究所をパートナーとして事業展開を図っていこうとして

いる。見本のない手探りの状態で進めている。

色々と、お気づきになった点など、ぜひまたご意見も頂ければ幸いである。
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2-4 企業プレゼンテーションへのコメント

グローバルウォータ・ジャパン 代表 吉村 和就氏

ナガオカの三村社長、日吉の村田社長、非常にいいお話だったと思う。

この２社は、世界でも誇る技術を持っている。

ナガオカのスクリーンは本当に精密で、何十年使っても十分使えるも

のを作っている。日吉はバイオアッセイという、これから望まれる技術

を持っている。

また、トップセールスで、世界で頑張っているという共通点がある。

では、これをこれからどうやって世界展開をしていくか。

三村社長の場合、もともと石油リファイナリーを事業展開していて、世界を飛び歩いてきた人が

たまたま、その技術を水に応用した。

村田さんは、バイオアッセイは、これからは食や水の安全に限らず、非常に大きなマーケットが

ある。それをどうやって世界で展開していくかという課題が残っているかと思う。

そうなると、今後、今日参加いただいた皆さんがもし近畿経済産業局の局長や市が県知事だった

ら今日の発表を聞いて何を考えたか。

例えば、今、日吉は WEB を使って安くて早くて確実なデータ分析を日本国中で展開している。そ

して、それを今度は世界に広げるため、ベトナム、インド、中国、台湾など、これら諸国の頭文字

を取って「VICTORY 計画」と命名し、ロゴを作るなどして展開していく。そこで得られたデータを、

もしナガオカと組めばどうなるか、考えてみて欲しい。

三村社長がさっきおっしゃっていたが、皆さんはポンプが欲しい訳でも、ナガオカのスクリーン

が欲しい訳でもない。安全で確実、なおかつ安価な水が欲しいのだ。

例えば、村田社長から、マレーシアのどこでこんな問題があるよと、水処理屋に情報を提供する。

水処理屋はその情報をもとに、ナガオカのスクリーンを入れて、きれいな水を作ろうとする。そし

て、最後のオペレーションやメンテナンスを日吉お願いする。そうすると、現地の人たちが安くて

確実な日本の技術を包括したものが手に入るのである。

このように、今日参加された方はぜひ自分の周りのものを組み合わせたら何ができるか、それを

世界で発展させるにはどうするべきかを、考えてみてほしい。

また、日吉のバイオアッセイを世界で広げるためには、まず WHO に働きかける必要があるだろう。

そして ISO 化も必要だ。そのためには、世界で心を同じにするチームを作らねばならない。

私は上下水道サービスの国際規格について検討を行うＩＳＯ／ＴＣ224 で、上下水道の日本代表

を 5 年間務めた。ここで感じたことは、とにかく一国で頑張ってもだめで、仲間を作っていくこと

が重要であるということだ。

バイオアッセイを ISO 化すると、必ず莫大なマーケットが出てくる。そこのオピニオンリーダー

は実績豊富な日吉が担っていく。そんな展開をしていかなければならない。

まず、今、自分の会社で何ができるか。意図を同じにする違う業種の会社と組み合わせて、出て

行く。お金がないなら、近畿経済産業局にお願いして FS の予算やパイロットプラント整備の予算を

くださいと言う。それがだめなら NEDO 事業を活用する。いろんなことが想定できるだろう。

ちなみに、外務省は今、在来公館に 121 人のインフラ担当官を置いている。インフラ担当官は各

省庁からの出向者であるが、よく面倒を見てくれる。そういった、いろんな施策等を活用しながら、

ぜひ日本の技術でもって世界の水環境を良くするということを、皆さんにも頑張って頂きたい。
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2-5 環境ビジネス推進事業の紹介① 「関西・アジア 環境・省エネビジネス交流推進フォーラム

（Team E-Kansai）の水ビジネス支援について」

経済産業省近畿経済産業局 総務企画部

参事官（環境・エネルギー海外展開担当）高瀬 幸子氏

TEAM E-KANSAI、設立の背景

まず、関西・アジア 環境・省エネビジネス交流推進フォーラム、

略称「TEAM E-KANSAI」が発足した背景について、簡単にご説明させて

頂く。

関西企業は環境・省エネに強みがある。高度成長期の公害問題の克

服や、二度の石油ショックの対応によってノウハウを蓄積してきた。

しかし、残念ながら、現在、環境産業に限らず国内需要の縮小、少

子高齢化、市場の成熟化、飽和という課題が有る。一方、アジアでは

急激な経済発展による環境・省エネについての課題がある。

そして、これらを解決していくためには、関西企業の省エネ・環境分野のアジア展開が必要であ

る、という結論に至り、そのためには支援の仕組みづくりが重要であると考えた。環境分野が国の

規制や公共性が非常に強い分野であるということ、また、中小企業は情報不足になりがちで、どこ

にどんなニーズがあるかがわからない。そのあたりの課題の解決が、何らかの形で支援できるので

はないかと考えた。

関西企業のビジネス拡大による活性化と、アジア環境課題の解決への貢献という産業振興と課題

解決をつなぐものとして、2008 年 11 月に TEAM E-KANSAI を結成した。

TEAM E-KANSAI の概要

TEAM E-KANSAI の会長は日立造船の代表取締役会長兼社長の古川実様で、参加メンバー企業は今

日時点で 191 社となっている。メンバーの中のうち、7～8 割が中堅・中小企業で、ここにおられる

(株)ナガオカ様や(株)日吉様もメンバーとして参加いただいている。

当会の支援・協力機関として 24 機関がある。例えば、JETRO や JICA といった海外展開支援や、

関経連、大商などの経済団体、また滋賀県を初めとした自治体とも連携している。

また、ターゲットとする地域として、当面はタイ、遼寧省、広東省、ベトナムを対象としている。

主な取組内容は、3 つある。ひとつは①個別ビジネス支援で、ミッションの派遣や受け入れ、展

示会出展や商談会の開催。また、②システム提案型のプロジェクト化支援をしている。その成功事

例が関西 HANDｓである。さらに、こういった取り組みを支えるものとして、③MOU などビジネス連

携促進のための枠組み構築がある。

今日の吉村先生のお話でも、官としての『信頼』という看板を活用するというお話があったが、

当局と例えば現地政府機関、またその下に TEAM E-KANSAI と現地の産業団体が MOU を結ぶという取

り組みをしている。また、官としては、現地の環境関係の省庁への施策提案なども取り組んでいき

たいと考えている。

主な取組実績と予定

TEAM E-KANSAI の主な実績としては、先ほど申し上げた協力枠組に基づくシステム提案型プロジ

ェクトの推進、個別ビジネス支援の一覧である。

平成 24 年度の予定として、システム提案型プロジェクトとして、タイ最大級の工業団地・アマタ

ナコーン工業団地で、廃棄物の管理とリサイクル推進のワンストップサービスを展開していく予定

で、来年度の事業化や特定事業会社（ＳＰＣ）の設立を目指している。
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また、2013 年 2～3 月に、広東省でのビジネスマッチング、ミッション派遣を予定している。

遼寧省では、コーディネーターを活用して個別のビジネスマッチングを進める予定である。

ベトナムに関しては、まもなくミッション派遣をし、ベトウォーターに出展する予定である。

ミッションの派遣・受入

今年の 7 月に開催した遼寧省の環境ミッションでは、三村社長を初め関西 HANDs にご参加頂き、

遼寧省の環境関連の自治体等に広く技術を PR する大きなシンポジウムを開催させて頂いた。また、

副省長への表敬、意見交換などさせて頂いた。

また、広東省佛山市でのミッション派遣による商談会は、事前に技術ニーズがある市内企業 20

社をリストアップし、それに応じられる関西企業にミッション参加して頂き、商談を進めた。

一方で、ミッションの受入も随時実施している。具体的には、政府関係者や企業経営者を関西に

招致し、その機会に関西企業の環境機器導入施設の視察、技術プレゼンや商談会を開催している。

メンバー企業への情報提供と支援施策の活用促進

取組の二番目の柱である、システム提案型プロジェクトについて、私共では、核となる会員企業

が、現地の技術者や政府関係者への研修を HIDA や JICA などの研修制度、を活用して実施したり、

NEDO の実証事業などを活用するに当たっての情報提供やサポートも行っている。

また、企業の海外販路開拓や、現地での実証事業、製品開発などにむけての各種補助金について

の情報を提供している。さらに、書類の書き方についてご相談があればアドバイスしている。

水分科会の活動

TEAM E-KANSAI の中に水分科会がある。これは、水ビジネスにターゲットを絞った分科会活動で、

昨年 4 月にできた。会員数は 142、TEAM E-KANSAI の 4 分の 3 がこの水分科会の会員でもある。

水分科会の中では国内マッチング活動もしていて、海外展開を目指す企業間連携を促進するため、

事業開発と技術開発のマッチングを、メンバー企業さんの情報を元に、想定されるプロジェクトを

考えながら提案していく。こちらは、大阪工業大学の先生方にご協力を頂きながら取り組んでいる。

また、今日の吉村先生の話にもあったように、外部アドバイザーの方にも色々とご協力頂きなが

ら、システム提案できないかと考えている。

ベトナム水ビジネスミッションの派遣

ベトウォーター2012 に、はじめてジャパンブースが今回設けられ、その中の半分くらいの面積で

TEAM E-KANSAI ブースが出展する。

滋賀の企業様も、ご出展頂くところがある。

さいごに

今日は、TEAM E-KANSAI の申込書を資料として配布しているので、皆さんもご関心あれば、ぜひ

ともご連絡頂ければと思う。

本日はどうもありがとうございました。



19 

2-6 環境ビジネス推進事業の紹介② 「しが水環境ビジネスの推進について」

滋賀県 商工労働部 商工政策課長 廣脇 正機

いま、なぜ水環境ビジネスなのか？

滋賀県において、水環境ビジネスは、たいへん重要なビジネスである

と思っている。

先ほどの日吉さんのお話にもあったが、滋賀県では、特に環境保全の

面で取組を推進してきた。この経験やノウハウを活かして、是非この水

分野、県の産業おこしに取り組んで行きたい。

滋賀県における住民・行政による水環境保全の取組

滋賀県では、まず、滋賀県民が「わたしたち住民が琵琶湖を守ろう」という意識を持ち、昭和 50
年代に琵琶湖を守る市民活動が展開されるようになり、日本で初めての富栄養化を防止する条例、

いわゆる石鹸条例を作った。

また、条例に対応するため、各企業さんが独自に水処理についての技術やノウハウを磨いてこら

れた。この蓄積は大きい。そのおかげで、琵琶湖の水は大変きれいになった。

全国トップレベルの汚水処理施設の整備

滋賀県のほうでも、県事業として汚水処理の施設の整備を進めてきた。滋賀県では大きな都市部

では下水道を、小さな農村部では農村下水道や合併浄化槽をそれぞれ組み合わせて、汚水処理施設

の整備率が 97.8％となっている。

この数字は、大阪、東京と同じような数字ではあるが、中でも高度処理、いわゆる窒素やリンを

処理する施設の普及割合は 85％で、これは大阪府の 50％をはるかに割合が大きくトップである。こ

れは、ヨーロッパでのデンマークやオランダの技術レベルとほぼ同じで、我々が長年取り組んでき

た中でも一番の誇りとしている数字だと言えるだろう。

水環境ビジネスに取り組む企業の集積

県では、去年、水ビジネスに関して調査を実施した。調査結果の中では、世界シェアを合わせる

と 5 割を占める膜メーカー３社が滋賀県内にあることや、日吉さんのように独自の技術をもってい

る中小企業をはじめ、たくさんの水ビジネスに取り組む企業のあることがわかった。

しかしながら、調査の中で実施したアンケートでは、「単独の企業での事業展開が難しい」という

お答えが 37％と多く、これは先ほど皆様からもお話があったように、なかなか自分ひとりでは外に

出られない、ビジネスができないということを感じていらっしゃることが、たいへんよくわかった。

先ほどからお話があったとおり、水環境ビジネスの展開にはチームづくり、これが何よりも大事

だということを感じたところである。

しが水環境ビジネス推進フォーラムのイメージ

滋賀県には日吉さんを初めとする沢山の企業がある。

例えば、地場産業のひとつとして、皆さんもご承知かもしれないが、バルブが彦根に集積してい

る。そういった、いわゆるものづくりから、先ほどの日吉さんのようなソフトの検査技術まで、い

ろいろと足したようなビジネスが、滋賀県では展開できるのではないかと期待している。
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まず、今年の目標としては、「しが水環境ビジネス推進フォーラム」、すなわち、滋賀県の水環境

に関する企業さん、あるいは関係の支援機関である金融機関さん、あるいは大学の方々が集まって

頂くような場を作りたい。その場の中で色々な情報交換して頂きたい。

また、お互いのネットワークを作って頂く中で、例えば先ほど高瀬さんにご紹介いただいた海外

諸国の水ビジネスに参加して頂く、そういうチームを創出して頂きたい。もちろん、関西 HANDｓさ

んにご協力していただいてもいいし、TEAM E-KANSAI さんの方に直接参加して頂くのも良いことだ

と思う。

しかし、「ちょっと大阪は遠い」と思われる方は是非まずは滋賀県の水環境ビジネスフォーラムに

入って頂いて、そこでチーム作りに是非ご協力頂けないか、というお願いをしたい。

先ほど知事が来ていて、また、「上が動いても下が動いてない」という先ほど厳しいお言葉を頂い

たが、下の者が頑張って、なんとか企業のチームと一緒になって外へ外へと展開していくことを目

指していきたいと思っている。

来年の予算要求もがんばっていくので、是非ご参加・ご協力をよろしくお願いします。

平成 24 年度の取組予定

今日は満員御礼のご参加を頂き、ありがとうございます。これをひとつのきっかけとして、色ん

なそういう場作りをまず進めていきたいと考えている。

11 月 16 日は、湖南中部浄化センター、これは草津市にある県で一番大きな下水処理場である。

20 万の処理人口を持ち、高度処理をしている。その他にも、現在整備中の技術開発・普及の拠点、

いわゆる「テストベッド」もある。例えば、センターの水を使って自社の膜技術を試したいのであ

れば、開放しているので、一言お声かけ頂けばテストベッドを使って頂けるようになっている。そ

れら施設の見学会をさせて頂き、センター全体のシステム運営を行っている神鋼環境ソリューショ

ンさんにお話を頂いた後、地元の方々と交流する場を設ける。是非ご参加頂ければと思う。

1 月 28 日には、しが水環境ビジネス推進フォーラムの立ち上げに向けた『場』として、セミナー

開催を予定している。まだ準備中だが、これを契機に情報を得たい、いろんな企業とつながってい

きたい、というのがあれば、私どもの場を通じてつながって頂ければと思っている。

また、3 月 14 日にも、セミナー開催を予定している。

さいごに

水環境ビジネスは、私共だけ、企業さんだけでは、展開が難しいビジネスであると認識している。

関西 HANDs さん、経済産業省さんなど、外からの情報や、ネットワークを活用しながら、皆さんと

一緒に水環境ビジネスを取り組んでいきたいと考えている。どうぞ、今後ともよろしくお願いいた

します。
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