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マレーシア  2011年3月8日（火曜日）

年間18億立方米を浪費：上水道の漏水、シ
ンクタンク調査［公益］
漏水などによる上水道の浪費、いわゆる「無収水」は年間18億
立方メートル̶̶。シンクタンクのマレーシア水・エネルギー
調査協会（ＡＷＥＲ）はこのほど、国内の無収水について調査結
果をまとめた。2009年の１年間で約16億リンギ（約430億円）の
上水道がムダになっている。一方、マレーシアの上水道供給改善
については東京都らが事業参入に向け動いており、現在は住友商
事が中心となり事業準備調査が続けられている。 広告掲載について
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７日付中国報や南洋商報によると、ＡＷＥＲは09年における無収
水の実態をまとめた。無収水はオリンピックのプールに換算して
72万杯分に達する。損失額は、最低水準の水道料金に換算しても
16億4,000万リンギ。ＡＷＥＲは、2011年政府予算における全国
の学校への支出金の6.5倍に当たる規模だとし、資源の浪費、イン
フラの非効率を批判した。
無収水には、水道管からの漏水、水の窃盗、水道料金の計量ミ
スなどが含まれる。漏水の原因となる水道管の破損は、地上を走
行する大型車両による負荷の影響が大きい。ＡＷＥＲは、水道管
の破損により、水圧が低い時に泥や土が管へ入り込み、水質の低
下につながると指摘。一方で水圧を高く保とうとすれば、より多
くの漏水が発生するという悪循環になっているとも説明してい
る。
「マレーシア水道工業ガイド」では、09年における一般家庭や
企業からの上水道収入は39億3,000万リンギとなっている。ＡＷ
ＥＲは、無収水を減らせば上水道事業の収益性を向上させること
ができ、事業の持続も可能になると分析している。
■無収水率36.63％
同ガイドによると、09年の無収水率は36.63％で、前年の
36.93％からあまり変化がない。州・連邦直轄領別ではパハンの
59.90％がワーストで、約２億立方メートルが浪費されている。
最も低いのはペナンの19.08％。クアラルンプールとプトラジャ
ヤを含むスランゴールは32.49％で、約４億6,500万立方メートル
が失われた。
ＡＷＥＲは資源保護の観点から、エネルギー・環境技術・水資
源相へ特別委員会の設立を呼びかけている。委員会設立により、
無収水率を2020年までに20％以下に引き下げることを目指すべ
きと指摘した。
■東京の水、住商が事業準備調査
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マレーシアの無収水率改善については、東京都なども事業参入
に向けて動いている。
東京都の猪瀬直樹・副都知事を団長とするミッション団は昨年
８月にマレーシアを訪問、無収水率３％、料金徴収率99.9％とい
う都の水道技術、ノウハウを政府関係者らにアピールした。国際
協力機構（ＪＩＣＡ）が１月末に発表したところによると、現在
は住友商事が中心となり、ＮＪＳコンサルタンツ、東京水道サー
ビス、東京下水道サービスが参加する企業連合がマレーシアで
「大都市圏上下水道ＰＰＰ（パブリック・プライベート・パート
ナーシップ）事業準備調査」を進めている段階にある。
ＪＩＣＡは本年度から、政府開発援助（ＯＤＡ）の活用を前提
とした官民連携で取り組むＰＰＰインフラ事業に対し、民間企業
による事業化調査の費用を負担するプログラムを開始している。
マレーシアにおける水道インフラ事業も対象となっており、調査
金額は１億5,000万円を上限にＪＩＣＡが負担する。

［Ｐ Ｒ］ 【創刊】The Daily NNA電機・電子・ITニュース-世界中の関連ニュー
スを毎日更新！トライアル受付中
［Ｐ Ｒ］
会員登録は簡単＆無料！キャリア・ラボ転職[人材サービスのフジスタッフ]
［Ｐ Ｒ］ 名古屋市中国ビジネス支援事業のお知らせ
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【マレーシア】 エアアジア、インドネシアで上場計画発表［運
輸］（03月08日）
【マレーシア】 ゲンティンでタクシーが抗議、手数料問題で［運
輸］（03月08日）
【マレーシア】 テクノロジーパーク、入居・サービスとも好調［製
造］（03月08日）
【マレーシア】 ｉシティ、データセンターやホテルなど建設［建
設］（03月08日）
【マレーシア】 サルコム、中国で９件目の下水処理事業へ［公
益］（03月08日）
【マレーシア】 州議２議席で補欠選挙、与党連合が圧勝［政治］（03
月08日）

【マレーシア】 セクハラ対策やフレックス制検討＝首相府相［労
働］（03月08日）
【マレーシア】 ＫＬの警察施設でＨ１Ｎ１集団感染、保健相［医
薬］（03月08日）
【マレーシア】 テイクオフ：昼下がりにアイリッシュ…［社会］（03
月07日）

【マレーシア】 １月の輸出３％増 ：米中向け電子製品が失速［経
済］（03月07日）
【マレーシア】 外資の地場銀への出資比率49％に拡大へ＝首相［金
融］（03月07日）
【マレーシア】 日野自、今年は月６百台の販売目指す［車両］（03月
07日）

【マレーシア】 １ＲＭ＝27.2円、１＄＝3.02ＲＭ（４日）［金
融］（03月07日）
【マレーシア】 経常黒字Ｑ４は２割増、国際収支黒字は18倍［経
済］（03月07日）
【マレーシア】 １月の製造業投資額は46億リンギ＝通産相［経
済］（03月07日）
【マレーシア】 ライオン、ス州の高炉建設でグループ３社合弁［鉄
鋼］（03月07日）
【マレーシア】 タンチョン、プロトンと日産の提携を歓迎［車
両］（03月07日）
【マレーシア】 米デル、ＥＣＳアスタルを代理店に指名［家電］（03
月07日）

【マレーシア】 サラワク州、エアアジアにＬＣＣＴ建設呼びかけ
［運輸］（03月07日）
【マレーシア】 ファジャルバル、ＬＲＴ延伸で駅建設受注［運
輸］（03月07日）
【マレーシア】 プラサラナ、ＭＲＴ車庫用地を取得か＝消息筋［運
輸］（03月07日）
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インタレストマッチ ?  広告の掲載について
Yahoo!ブックマークに登録

注目の情報
ひ、広い…これが2000万円台の家

マンションと一戸建て、どちらにしようかなんて悩んで
る？でも、この広さがこの価格で手に入るとしたら心も
決まるハズ。120平米以上のゆとり生活を実現！
[SUUMO]
広い…120平米以上でこの価格→
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