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构建整个水循环基础设施
➢ 水資源を最大限活用する上で、貯水から排水・再利用までの水循環全体を見渡したインフラ整備が重要。

在最大限度利用水资源之上，从贮水到排水、再利用，纵览整个水循环进行基础设施建设，这很重要。

➢ 貯水から排水・再利用までの水循環全体に様々な技術分野。
从贮水到排水、再利用的整个水循环上各种各样的技术领域。

➢ 我が国は膜技術等の要素技術、環境対策や省エネ技術や高い水質、低い無収水率・漏水率等事業運営に強み。
我国在膜技术等的基础技术、环境对策、节能技术、高水质、低产销差率与漏水率等业务运营上拥有优势。

出处：内阁官房水循环制作本部事务局资料
出处：海外拓展战略（水）（2018年7月）

技術分野
技术领域

我が国の優位技術
我国的优势技术

河川管理・治水
河流管理、治水

河川改修、可動堰、ダム再生技術
河流改造、可动堰、水库再生技术

灌漑・農業用水
灌溉、农业用水

河口堰、半川締切工法、ラバーダム、遠隔監視・操作
システム
河口堰、梯次截流工法、橡胶坝、远程监视与操作系统

工業用水
工业用水

超純水造水機器
超纯水造水设备

上水道
上水道

RO膜法、オゾン処理、ICT漏水マネジメント
RO膜法、臭氧处理、ICT漏水管理

海水淡水化
海水淡化

蒸発法、RO膜法、省エネ型淡水化プラント
蒸发法、RO膜法、节能型水淡化成套设备

下水道・汚泥処理
下水道、污泥处理

膜分離活性汚泥法、推進工法、省エネ型下水処理システ
ム、管渠更正工法、高度処理(嫌気・好気)プラント、
汚泥焼却・発電、MBT再利用システム
膜分离活性污泥法、推进工法、节能型下水处理、管渠更生工法、高度处理（厌氧、好氧）

成套设备、污泥焚烧及发电、MBT（机械生物处理）再利用系统

浄化槽
净化槽

窒素やリン除去などの高度処理、ブロア、インバータ等
の優れた省エネルギー技術
去除氮及磷等的高级处理、鼓风机、变频器等优异的节能技术

配管・導水
配管、引水

ICT・スマートメーター、高度配水システム、
耐震性水道管
ICT、智能水表、高度配水系统、耐震性水道管

防災
防灾

海岸保全、洪水予警報システム
海岸保全、洪水预报警报系统

事業運営
业务运营

漏水、無収水対策
漏水、产销差对策
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水処理

蒸发

雑用水利用

噴水・洗車

上水道
高度処理
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生活用水

農業用水
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取排水地点の
再編

回收水利用

高度処理
浸透施設の
設置

下水処理場

水面の確保
緑地整備

下水処理場

浸透桝の設置

雑用水
水槽

上水系
水槽

地下水
汲み上げの
適正化

浄水場

水循環全体でのインフラ構築

出典：海外展開戦略（水）（平成30年7月）

出典：内閣官房水循環制作本部事務局資料
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日本的举措

サウジアラビア
省エネルギー型海水淡水化システムの
実規模での性能実証事業

南アフリカ
海水淡水化・水再利用統合システム実証事業

➢ 水インフラの需要の形態は地域によって異なるため、ニーズに合った対応が必要。
由于水基础设施的需求形态因地区而有所不同，因此需要根据需求进行应对。

➢ 日本の企業や自治体は、膜技術等の要素技術、環境対策や省エネ技術や高い水質、低い無収水率・漏水率等事業運営に強みを有し、海外のインフラ事業に貢献。
日本的企业、地方政府在膜技术等的基础技术、环境对策、节能技术、高水质、低产销差率与漏水率等业务运营上拥有优势，为海外的基础设施业务做贡献。
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日本の取組

沙特阿拉伯
节能型海水淡化系统实际规模上的
性能实证项目

南非
海水淡化与水再利用综合系统实证项目

集水

砂漠地帯等の渇水地域
サバンナ等の渇水に近

い地域
渇水のない地域

１.集水

○外部から水を導入、貯留

－

水源浄化
○物化処理 ○生物処理
○アオコ除去

２.貯水
雨水貯留
○ダム ○地下ダム ○貯
水タンク

－

３.造水
海水淡水化
○蒸発法
○RO膜法
○FO膜法
○ハイブリッド法

－ －

４.浄水
飲料水
工業用水

○取水・沈砂 ○急速ろ過 ○高度浄水システム（オゾン、活性
炭吸着）
○膜ろ過 ○汚泥濃縮・脱水

５.下水
処理

○除塵・沈砂・合流改善 ○標準活性汚泥法 ○小規模水処理システム ○高度処理システム
○ろ過・滅菌・消毒 ○汚泥処理・焼却等資源化

６.下水
再利用

○MBRシステム ○多段膜処理システム

７.マネジ
メント

○ICT ○高度配水システム（ブロック化） ○漏水・無収水対策

○取水、沉沙 ○快速过滤 ○高度
净水系统（臭氧、活性炭吸附）
○膜过滤 ○污泥浓缩、脱水

雨水贮留
○水库 ○地下水库
○贮水罐海水淡化

○蒸发法
○RO膜法
○FO膜法
○混合（Hybrid）法

水源净化
○物化处理 ○生物处理
○去除蓝绿藻

净水
饮用水
工业用水

沙漠地带等的缺水地区 热带稀树草原等接近缺水的地区 不缺水的地区

○从外部导入水、贮留

集水

贮水

造水

下水処理

下水再利用

管理

○除尘、沉沙、合流改善 ○标准活性污泥法
○小规模水处理系统 ○高度处理系统
○过滤、灭菌、消毒 ○污泥处理、焚烧等资源化

○MBR（膜分离活性污泥法）系统 ○多层膜处理系统

○ICT ○高度配水系统（区块化） ○漏水、产销差对策
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经济产业省的举措

➢ 様々なツールを有する関係機関との連携により、継続的な支援を実施。
通过与拥有各种工具的相关机构合作，开展持续性的支援。

➢ 多様な主体(各省庁・関係機関､自治体､民間企業､業界団体等）と連携し、一丸となって支援。
与多样化的主体(各中央政府部门及相关机构、地方政府、民间企业、行业团体等)合作，融成一体地进行支援。

1 2
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发挥地方政府的诀窍及实绩、与当地地方政府体的信赖关系，对项目构成
提供支援，加强与官民平台的合作

通过在海外当地的实证创造项目利用各种政策工具，为稳定开展工作提供支援

●力求日本企业有技术优势的海水淡化及高度排水处理技术的商用化，
正在利用NEDO（新能源产业技术综合开发机构）预算，开展实证项目。

●与对获得单独项目的支援并行，理解对方国家的采购制度等、
制定与基础设施投资相关的国际性框架，这很有效。
●促进生命周期成本评估方法等的普及。

●对在日本国内水业务经验丰富的地方政府的国际拓展提供支援。

●推进官民对话框架中的举措。

制度性、跨部门性的方法
～各国水基础设施采购制度的高度化与改善

経済産業省における取組

様々な政策ツールを活用し、安定的な実施を支援

●運営・管理も含めたパッケージ案件の組成や分野・
市場を明確化した需要開拓の推進

●政府間協議を通じた相手国との関係構築

・トップセールス、政府間対話、要人招へい
専門家派遣、事業実施可能性調査（F/S）

・高层营销、政府间对话、邀请重要人员派遣专家、开展项目可行性调查（F/S）

●明确也包括运营与管理在内的一揽子项目的组成、领域与市场，推进需求开拓工作
●通过政府间协商，构建与对方国家的关系

自治体のノウハウや実績、現地自治体との
信頼関係を活かした案件組成の支援、
官民プラットフォームとの連携強化

●国内での水事業の経験が豊富な自治体の
国際展開を後押し。

●官民対話の枠組みにおける取組を推進。

・水インフラ国際展開タスクフォース
・水基础设施国际拓展工作组

海外現地での実証を通じた案件形成

●日本企業に技術優位性のある海水淡水化や
高度な排水処理技術の商用化を目指し、
NEDO予算を活用した実証プロジェクトを

実施中。

・NEDO実証
・NEDO实证

制度的・横断的アプローチ
~各国の水インフラ調達制度の高度化・改善

●個別案件の獲得支援と並行し、相手国の調達
制度等への理解や、インフラ投資に関する国際
的な枠組作りは有効。

●ライフサイクルコストでの評価手法等について
普及を促進

・国際標準化 ・APEC水ガイドライン
・国际标准化・APEC水指南



获取／整理配管及漏水数据 破损概率计算结果映射及可视化

日本拥有优势的技术

海外拓展

●促进对我国技术优势及LCC的理解，并以对方国家的角度参与项目

●与当地官民相关者合作

●在日本国内构建实绩，向海外拓展

由政府提供支援

●在软件方面的支援（参与总体方案编制等）、高层营销、日本的操作者

培养、人才培养、提供实证机会、金融支援

●为积极利用数字技术等的新技术提供支援

为了搞活海外拓展

与地方政府及民间开展合作

●通过国际贡献及技术合作，构建与对方国家的商务基础

●与民间企业共享当地的问题及需求，提供在日本国内蓄积经验的机会

地方政府与民间企业合作

●通过加强地方政府的咨询功能，支持日本企业的海外拓展

●由地方政府与民间企业扩充一揽子型支援

●与民间企业共享地方政府的管理运营诀窍

日本企业优势——

根据当地情况提供最佳解决方案

●提供按计划开展设施建设及设备交付的诀窍

●提供长期稳定服务的诀窍

●通过各种专有技术知识向当地项目体提供附加价值

由日本与当地及海外各方构建团队

●在日本与当地的各地方政府之间构建了信赖关系的基础上，

整合民间企业的商务诀窍

●与精通当地情况的当地及海外合作伙伴合作

ACTION

利用DX（数字转型）的水道管道老化诊断
人工智能（AI）初创企业Fracta开发了水道管道老化预测服务。在美国及日本通过利用AI及机器学习算法的技术积累了实绩。

水 × 数字创新

出处：Fracta

利用环境大数据
利用AI ／机器学习进行计算
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水商务海外拓展措施的方向

地方政府受期待的作用

日本が優位性を有する

技術の海外展開

海外展開を活発化するための自治

体と民間との連携

水ビジネス海外展開施策の方向性

推进水领域的全球合作

伙伴关系

水分野におけるグローバル

パートナーシップの推進

日本企業の強みである現地事情に即した

最適なソリューションの提供

自治体に期待される役割

政府による支援

自治体と民間企業の連携

日本と現地・海外の

各プレーヤーによるチーム構築

●本邦技術の優位性やLCCに対する理解を醸成

しつつ、相手国目線で案件に関与

●現地官民関係者との連携

●日本国内で実績を構築し、海外展開へ

水×デジタルイノベーション

●ソフト面での支援（マスタープラン作成への関与な ど）、

トップセールス、日本のオペレーターの育成、

人材育成、実証機会の提供、金融支援

●デジタル技術等の新しい技術の積極的な活用を支援

●国際貢献や技術協力を通じた相手国政府とのビジ

ネス基盤の構築

●現地の課題やニーズの民間企業への共有、

国内での経験値蓄積のための機会提供

●自治体のアドバイザリー機能強化による日本企業の海

外事業展開の後押し

●自治体と民間企業によるパッケージ型支援の拡充

●自治体の管理運営ノウハウの民間企業への共有

出典：Fracta

●予定通りに施設建設・設備納入する完工

ノウハウ

●長期間に渡り安定したサービスを提供する

ノウハウ

●各種ノウハウによる現地事業体への付加

価値提供

●日本と現地の各自治体間で信頼関係を構築

した上で、民間企業のビジネス

ノウハウを統合

●現地事情に精通した現地・海外パート

ナーとの連携

配管・漏水データの

取得／整理
環境ビッグデータの

活用

AI ／機械学習による

計算

破損確率計算結果の

マッピング・可視化

DX を活用した水道管劣化診断
人工知能（AI）スタートアップのFractaは、水道管の劣化予測サービスを開発。

AIや機械学習のアルゴリズムを用いた技術によって米国や日本での実績を重ねている。
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APEC《与水基础设施质量相关的指南》

➢ 世界各国での安全でかつ低コストなインフラの構築に向け、我が国での経験を元に、インフラ調達の評価手法や環境影響評価手法等についてガイドラインと
して取りまとめAPEC（アジア太平洋経済協力会議）で提案。2018年11月のAPEC貿易投資委員会で合意。
为了在世界各国构建安全而低成本的基础设施，以我国的经验为基础，针对基础设施采购的评估方法、环境影响评估方法等作为指南进行汇总，在APEC（亚洲太平洋经济合作组织）上进行提
案。在2018年11月的APEC贸易投资委员会上达成了共识。

➢ 今後、各国向けの技術支援やセミナー等を通じて、質が高く安全性の高い技術の普及を促進。
今后，通过面向各国的技术支援、研讨会等，促进高质量、高安全性技术的普及。

制定水基础设施建设的国际指南
水インフラ整備の国際ガイドラインの策定

APEC「水インフラの質に関するガイドライン」

第１章 水インフラの質を担保する要素、質を確保するために検討すべき事項
→ 水インフラの安定性・安全性・強靱性、ライフサイクルコスト（LCC）評価の重要性等

第1章 确保水基础设施质量的要素、为确保质量应探讨的事项
→ 水基础设施的稳定性、安全性、强韧性、生命周期成本（LCC）评估的重要性等

第3章 事業運営・メンテナンス段階
→ 運転管理計画、点検・修繕・改築計画

事業継続計画、の策定等

第2章 フィージビリティ調査から建設までの段階
→ 事業方式の選定、評価方式（LCC評価、

総合評価）における留意点等
第2章 从可行性调查到建设的阶段

→业务方式的选择、评估方式（LCC评估、
综合评估）的留意点等

第3章 业务运营与维护阶段

→制定运营管理计划、检查/修缮/
改建计划、业务持续计划等

第4章 計画的かつ継続的な能力構築
→組織として能力開発すべき項目（財務・技術・経営・法務）、訓練計画の策定等

第4章 计划性且持续性的能力构建
→作为组织应进行能力开发的项目（财务、技术、经营、法务）、培训计划的制定等

附属書
・入札における要求事項の規定例、LCC評価の計算方法、O&M段階の業務指標と計測方法等

附录

・投标的要求事项的规定例子、LLC评估的计算方法、O&M阶段的业务指标与计测方法等



（参考）APEC基础设施指南的修订

➢ 2018年11月、APEC（貿易投資委員会）で改定が合意された。

2018年11月，在APEC（贸易投资委员会）上对修订内容达成了共识。

➢ 今回の改定では、国際スタンダード４原則（開放性、透明性、経済性、財政健全性）すべてを含む、５つの要素が評価項目として位置づけられた。

在这次修订中，包括国际标准四原则（开放性、透明性、经济性、财政健全性）在内的五个要素，被作为评估项目进行了定位。

加强APEC指南后的五要素

开放性、透明性、财政健全性以及与开发战略的一致性

稳定、安全、强韧性 经济性与市场利用
（包括LCC在内的成本效果）

高质量的地区发展（创造就业
机会／构建能力以及转移技术
和诀窍考虑社会环境

6

（参考）APECインフラガイドブックの改定

御清聴ありがとうございました。
谢谢大家！

APECガイドブック強化後の5要素

开放性、透明性、财政健全性以及与开发战略的一致性

经济性与市场利用
（包括LCC在内的成本效果）

高质量的地区发展（创造就业机会／构
建能力以及转移技术和诀窍

考虑社会环境

従来の3要素：「ライフサイクルコスト（LCC）」
「環境等への影響」、「安全性の確保」

以往的三要素：“生命周期成本（LCC）”
“对环境等的影响”、“确保安全性”

社会環境配慮

安定・安全・
強靭性

経済性と市場活用（LCC
を含む費用対効果）

質の高い地域の発展（雇用創
出／能力構築および技術・ノ
ウハウの移転

稳定、安全、强韧性

開放性、透明性、財政健全性及び開発戦略との整合性

加强APEC指南后的五要素


