
  

企業・団体パートナーの 
「水」保全活動 

（一覧） 
 

2013年６月現在 

イーズ未来共創フォーラム 異業種勉強会 



イーズ未来共創フォーラム 
企業・団体パートナーの取り組み 

今世紀、世界が直面する最大の問題の一つが「水問題」と言われてい
ます。水の需要は増大の一途をたどっていますが、地球が供給できる
水の量には限りがあります。どのように、農業のための水と、産業の
ための水と、生活のための水を、それぞれができるだけ節水しながら、
全体としてじょうずに折り合いをつけていくのかが問われています。 
 企業の使う水に対する社会の見る目も厳しくなりつつあります。
イーズ未来共創フォーラムのパートナー企業・団体はそれぞれの問題
意識や状況を背景に、さまざまな水への取り組みを展開しています。
企業がどのような取り組みをしているのか、ぜひご覧下さい。さらに
必要なのはどのようなことなのか、一緒に考え、取り組んでいければ
と思います。 
 
※各社・団体に水ジャーナリスト 橋本淳司さまよりコメントをいた
だきました。 



旭化成ホームズ株式会社   

＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
琵琶湖の水を守ることは、京都、大阪、神戸の水を守ることにつながります。滋賀県は以前から琵琶湖を大切にしよ
うという意識の強い土地柄で、地域ネットワークへ参画することで活動に広がりが出ると考えられます。 

地域ネットワークへの参画 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
旭化成ホームズ琵琶湖岸に生息するヨシは水を浄化する力がありますが、ヨシの生育には前年に枯れたヨシの刈り取りが不可欠であることから、毎年、行政や企業、市民団体などがヨシ刈りを行っています。http://www.asahi-kasei.co.jp/j-koho/environment_human03.html/＜橋本淳一さまからのコメント＞琵琶湖の水を守ることは、京都、大阪、神戸の水を守ることにつながります。滋賀県は以前から琵琶湖を大切にしようという意識の強い土地柄で、地域ネットワークへ参画することで活動に広がりが出ると考えられます。

http://www.asahi-kasei.co.jp/j-koho/environment_human03.html/�


イオン株式会社 

＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
世界には安全な水に簡単にアクセスできない人が約10億人いるといわれています。彼らは同時に貧困の問題もかかえて
いることが多く、水インフラを供給している企業から「水需要は水市場と一致しない」などと切り捨てられるケースもあ
ります。井戸や雨水活用など、小規模で自立型の水供給施設をおくることはとても大切です。 

イオン×ユニセフ セーフウォーターキャンペーン 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
【イオン株式会社】　�「イオン×ユニセフ セーフウォーターキャンペーン」http://www.aeon.info/1p/area/unicefcp/index.html＜橋本淳一さまからのコメント＞世界には安全な水に簡単にアクセスできない人が約10億人いるといわれています。彼らは同時に貧困の問題もかかえていることが多く、水インフラを供給している企業から「水需要は水市場と一致しない」などと切り捨てられるケースもあります。井戸や雨水活用など、小規模で自立型の水供給施設をおくることはとても大切です。

http://www.aeon.info/1p/area/unicefcp/index.html�


HSBCグループ   HSBC Water Programme  

＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
３つの特徴的なNGOと恊働することで、より効果的な支援のできるプロジェクトになっています。ウォーターエイドは困難に
直面している個人に対し水と衛生を提供し、WWFは淡水生態系の保全に取り組み（生態系こそが唯一の水資源の供給源です）、
アースウォッチは水に関する研究や教育活動を行います。具体的な水供給、やや広い視点での水保全、そして教育活動がシナ
ジーを生み出しています。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
HSBCグループHSBC Water Programme http://www.hsbc.com/citizenship/sustainability/hsbc-water-programme＜橋本淳一さまからのコメント＞３つの特徴的なNGOと恊働することで、より効果的な支援のできるプロジェクトになっています。ウォーターエイドは困難に直面している個人に対し水と衛生を提供し、WWFは淡水生態系の保全に取り組み（生態系こそが唯一の水資源の供給源です）、アースウォッチは水に関する研究や教育活動を行います。具体的な水供給、やや広い視点での水保全、そして教育活動がシナジーを生み出しています。

http://www.hsbc.com/citizenship/sustainability/hsbc-water-programme�


 エコッツェリア協会（一般社団法人大丸有環境共生型まちづくり推進協会） 

＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
打ち水の目的は何でしょう。１つはアスファルトの表面に水をまくことで、表面温度を下げることです。水は接するものから熱を
うばって蒸発しようとします。もう１つは普及啓発です。打ち水の大原則は水のリユースにあります。一度使った水をいかに有効
に使うかです。私たちはこれまで、大量に水を使い、大量の汚水を流す生活をしてきました。でも水のレデュースやリユースを行
うことで河川、湖沼、地下水からの取水量を減らすことができますし、上下水道にかかるエネルギー量を減らすことができます。 

打ち水プロジェクト 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
エコッツェリア協会（一般社団法人大丸有環境共生型まちづくり推進協会）打ち水プロジェクトhttp://www.ecozzeria.jp/project/uchimizu.html＜橋本淳一さまからのコメント＞打ち水の目的は何でしょう。１つはアスファルトの表面に水をまくことで、表面温度を下げることです。水は接するものから熱をうばって蒸発しようとします。もう１つは普及啓発です。打ち水の大原則は水のリユースにあります。一度使った水をいかに有効に使うかです。私たちはこれまで、大量に水を使い、大量の汚水を流す生活をしてきました。でも水のレデュースやリユースを行うことで河川、湖沼、地下水からの取水量を減らすことができますし、上下水道にかかるエネルギー量を減らすことができます。

http://www.ecozzeria.jp/project/uchimizu.html�


  
 

＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
「海の幸トレランの応援」はとても意義深いと思います。東日本大震災で大きな被害を受けた雄勝町を応援すると同時に、北
上川流域を駆け抜けながら、人間が「流域」に暮らしていることを実感できるのではないでしょうか。流域とは降った雨が収
斂していく一区画です。水平でない土地に雨が落ちたとき、水は傾斜にそって低いほうへと流れ、流れはやがて川となり、最
終的には海や内海に注ぎます。山から海までのひとかたまりのエリアのなかに、植物がいて、陸のいきものがいて、海のいき
もがいます。そんな流域の醍醐味を実感できるのではないでしょうか。 

水ビジネス、水問題の調査及び試行的取引を実施 カーボンフリーコンサルティング株式会社 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
カーボンフリーコンサルティング株式会社水ビジネス、水問題の調査及び試行的取引を実施http://watertrend.jp/index.html＜橋本淳一さまからのコメント＞「海の幸トレランの応援」はとても意義深いと思います。東日本大震災で大きな被害を受けた雄勝町を応援すると同時に、北上川流域を駆け抜けながら、人間が「流域」に暮らしていることを実感できるのではないでしょうか。流域とは降った雨が収斂していく一区画です。水平でない土地に雨が落ちたとき、水は傾斜にそって低いほうへと流れ、流れはやがて川となり、最終的には海や内海に注ぎます。山から海までのひとかたまりのエリアのなかに、植物がいて、陸のいきものがいて、海のいきもがいます。そんな流域の醍醐味を実感できるのではないでしょうか。

http://watertrend.jp/index.html�


株式会社環境ビジネスエージェンシー 

＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
水インフラを提供することはすばらしいのですが、長くつかえる水インフラを提供することはもっとすばらしいことです。
長くの意味はいろいろあります。現地の人が自分でメンテナンスできることであったり、エネルギーやコストの少ない方法
であったり。でも、水の循環を健全に保つしくみこそが究極です。「井戸と森」という発想にその可能性を感じました。  

ケニアの井戸と森を 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
環境ビジネスエージェンシーケニアの井戸と森をhttp://www.ebagency.jp/mediapdf/05.pdf＜橋本淳一さまからのコメント＞水インフラを提供することはすばらしいのですが、長くつかえる水インフラを提供することはもっとすばらしいことです。長くの意味はいろいろあります。現地の人が自分でメンテナンスできることであったり、エネルギーやコストの少ない方法であったり。でも、水の循環を健全に保つしくみこそが究極です。「井戸と森」という発想にその可能性を感じました。 

http://www.ebagency.jp/mediapdf/05.pdf�


＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
放置人工林をどのように整備していくか。すぐに手を打たなければならない課題の１つです。これは森だけの問題ではなく、
水の問題、食の問題、エネルギーの問題とからめて考えていくとよいと思います。このプロジェクトでは森と水のつながりに
ついて考えさせてくれます。 

（私の森.jp）水に関する取り組みを紹介 有限会社グラム・デザイン 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
グラム・デザイン　私の森.jp水に関する取り組みを紹介http://watashinomori.jp/news/2008/gn_20081120_00.html＜橋本淳一さまからのコメント＞放置人工林をどのように整備していくか。すぐに手を打たなければならない課題の１つです。これは森だけの問題ではなく、水の問題、食の問題、エネルギーの問題とからめて考えていくとよいと思います。このプロジェクトでは森と水のつながりについて考えさせてくれます。

http://watashinomori.jp/news/2008/gn_20081120_00.html�


 
 

＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
福島第一原発事故により放射性物質を含んだ水が海洋へ流出しています。国際的にも大きく注目されています。水の安全、食
の安全を守るためには、事故の収束と水と食の検査を行い続けることが重要です。 

室戸海洋深層水の水質検査の分析結果を公表 高知県 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
高知県　室戸海洋深層水の水質検査の分析結果を公表http://www.pref.kochi.lg.jp/~sinsosui/＜橋本淳一さまからのコメント＞福島第一原発事故により放射性物質を含んだ水が海洋へ流出しています。国際的にも大きく注目されています。水の安全、食の安全を守るためには、事故の収束と水と食の検査を行い続けることが重要です。

http://www.pref.kochi.lg.jp/~sinsosui/�


＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
「水を治めるものは天下を治める」という言葉があります。古来より治水事業はいつも領主の大きな仕事でした。水をうまく治め、安定的に豊
かな作物が収穫できれば民衆も治めやすくなり、富みも増えるというわけです。しかしながら治水の考え方は転換期をむかえています。 日本
では明治時代半ばから、堤防で川を直線化し、水を早く海に押し出すことで都市を守ろうとしました。ところが洪水流量がかえって増え、さら
に大規模な治水計画を立てるという「いたちごっこ」を繰り返すことになりました。この考え方で安全な暮らしを追求しようとすれば、限りな
く堤防を高くし、ダムを造り、山河を破壊し続けなければなりません。これからは自然の特性を学び、柔軟な方法が必要でしょう。 

 Soumoku倶楽部 国土防災技術株式会社 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
国土防災技術株式会社Soumoku倶楽部http://www.jce.co.jp/about/10.html＜橋本淳一さまからのコメント＞「水を治めるものは天下を治める」という言葉があります。古来より治水事業はいつも領主の大きな仕事でした。水をうまく治め、安定的に豊かな作物が収穫できれば民衆も治めやすくなり、富みも増えるというわけです。しかしながら治水の考え方は転換期をむかえています。 日本では明治時代半ばから、堤防で川を直線化し、水を早く海に押し出すことで都市を守ろうとしました。ところが洪水流量がかえって増え、さらに大規模な治水計画を立てるという「いたちごっこ」を繰り返すことになりました。この考え方で安全な暮らしを追求しようとすれば、限りなく堤防を高くし、ダムを造り、山河を破壊し続けなければなりません。これからは自然の特性を学び、柔軟な方法が必要でしょう。

http://www.jce.co.jp/about/10.html�


株式会社彩生舎 

＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
東日本大震災、福島第一原発事故以降、飲み水の安全性を重要視する人が増えました。具体的にはミネラルウォーター、宅配
水、家庭用浄水器の利用です。さまざまな製品の特徴を情報開示しながらユーザーが選びやすくすることはとても大切なこと
です。 

おいしくて安全な水を提供 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
【株式会社彩生舎】おいしくて安全な水を提供http://www.saiseisha.co.jp/catalogue/index.html＜橋本淳一さまからのコメント＞東日本大震災、福島第一原発事故以降、飲み水の安全性を重要視する人が増えました。具体的にはミネラルウォーター、宅配水、家庭用浄水器の利用です。さまざまな製品の特徴を情報開示しながらユーザーが選びやすくすることはとても大切なことです。

http://www.saiseisha.co.jp/catalogue/index.html�


サントリーホールディングス 

＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
企業が使用したぶんの水を自然に返すという時代が近い将来やってくるでしょう。「天然水の森」活動は水源涵養を目的とし
ています。地下水を育むには森林土壌が大きな役割を果たしているとの認識から、森林の植生回復、生態系の健全性維持を目
指して、作業道の設置から間伐や植林、病虫害対策など様々な森林施業を行います。水の唯一の供給者は自然生態系です。水
を使い続けるには自然生態系を保全することが大切です。 

天然水の森の活動、水育など 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
【サントリーホールディングス】「天然水の森の活動」、「水育」などhttp://www.suntory.co.jp/eco/?ke=hd＜橋本淳一さまからのコメント＞企業が使用したぶんの水を自然に返すという時代が近い将来やってくるでしょう。「天然水の森」活動は水源涵養を目的としています。地下水を育むには森林土壌が大きな役割を果たしているとの認識から、森林の植生回復、生態系の健全性維持を目指して、作業道の設置から間伐や植林、病虫害対策など様々な森林施業を行います。水の唯一の供給者は自然生態系です。水を使い続けるには自然生態系を保全することが大切です。

http://www.suntory.co.jp/eco/?ke=hd�


製油所で使用された水については、化学的酸素要求量（COD※）や油分などの環境規制値をク

リアするよう厳格に管理しています。冷却水については、油分などの汚染がないことを確認後、
海へ放出します。排水については、油水分離槽、凝集剤による化学処理、活性汚泥処理などの
装置により浄化を行うことで水質を管理しています。 
※ COD（Chemical Oxygen Demand）：水質の汚れ度合を示す指標。COD の数値が大きいと水質
が汚れていることを意味する。 
                           （コーポレートレポート2012より） 
 

昭和シェル石油株式会社 水質汚染の防止 

＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
工場排水には、タンパク質、炭水化物などの有機物や、重金属を始めとする有害な化学
物質が含まれることがあります。また、水を富栄養化し、藻類の異常発生等により水質
を悪化させるチッ素やリンなどが含まれることもあります。これらの水質汚染物質をお
さえることは重要なことです。 
 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
昭和シェル石油株式会社コーポレートレポート2012よりhttp://www.showa-shell.co.jp/ir/corporate/2012/cr_2012_jp_full.pdf＜橋本淳一さまからのコメント＞工場排水には、タンパク質、炭水化物などの有機物や、重金属を始めとする有害な化学物質が含まれることがあります。また、水を富栄養化し、藻類の異常発生等により水質を悪化させるチッ素やリンなどが含まれることもあります。これらの水質汚染物質をおさえることは重要なことです。

http://www.showa-shell.co.jp/ir/corporate/2012/cr_2012_jp_full.pdf�


＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
間伐がすすむと暗かった森に光が入り、下草がはえてきます。同時に、土壌が水をためる力も戻ります。多種多様な生物によ
る驚異の連携プレーにより森の土が育まれ、その土が水を育んでいるのです。森の土を虫眼鏡で見ると、土の一粒一粒がくっ
ついているところと、隙間の空いたところがあります。粒と粒がくっついているところに水は溜まります。隙間の空いたとこ
ろは水が入ってきても流れてしまい、代わりに空気が入ります。こうして保水性と水はけという、一見相反することを見事に
両立しています。 

神奈川県松田町 ENEOSみらいの森 JX日鉱日石エネルギー株式会社 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
【JX日鉱日石エネルギー株式会社】「神奈川県松田町ＥＮＥＯＳみらいの森」などhttp://www.noe.jx-group.co.jp/csr/social/society/environment/activity.html＜橋本淳一さまからのコメント＞間伐がすすむと暗かった森に光が入り、下草がはえてきます。同時に、土壌が水をためる力も戻ります。多種多様な生物による驚異の連携プレーにより森の土が育まれ、その土が水を育んでいるのです。森の土を虫眼鏡で見ると、土の一粒一粒がくっついているところと、隙間の空いたところがあります。粒と粒がくっついているところに水は溜まります。隙間の空いたところは水が入ってきても流れてしまい、代わりに空気が入ります。こうして保水性と水はけという、一見相反することを見事に両立しています。

http://www.noe.jx-group.co.jp/csr/social/society/environment/activity.html�


  
 

＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
水とエネルギーは深い関係にあります。エネルギーを生み出す基本は水（水蒸気）であり、造水・浄水・排水にもエネルギー
をつかいます。単純に考えると、エネルギー使用量が増えると水使用量は増え、さらにエネルギー使用量が増える…というス
パイラルにはいります。このスパイラルをいかに断ち切るかが世界的に大きな課題になっています。 

住友商事株式会社 湾岸地域の豊かさを支える発電・造水事業 
貴重な水資源を世界各地で循環サイクルに 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
【住友商事株式会社】「湾岸地域の豊かさを支える発電・造水事業」http://www.sumitomocorp.co.jp/business/article/id=214「貴重な水資源を世界各地で循環サイクルに」http://www.sumitomocorp.co.jp/business/article/id=219＜橋本淳一さまからのコメント＞水とエネルギーは深い関係にあります。エネルギーを生み出す基本は水（水蒸気）であり、造水・浄水・排水にもエネルギーをつかいます。単純に考えると、エネルギー使用量が増えると水使用量は増え、さらにエネルギー使用量が増える…というスパイラルにはいります。このスパイラルをいかに断ち切るかが世界的に大きな課題になっています。

http://www.sumitomocorp.co.jp/business/article/id=214�
http://www.sumitomocorp.co.jp/business/article/id=219�


東京湾アサオプロジェクト 

＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
やっかいもののように語られるアオサですが、もともと川から流れこむ窒素やリン酸を吸収し、海を守る番人でした。しかし、
その処理能力を超える窒素やリン酸を人間が流したため大量発生するようになりました。大量発生したアオサは腐敗し悪臭を
放ったり、海底に蓄積しヘドロとなり、さまざまな生物が死滅します。そこでアオサをとります。とった焼却されることが多
いのですが、ニワトリのエサや肥料として活用することで資源として活用することができます。 

株式会社大地を守る会 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
【株式会社大地を守る会】東京湾アオサプロジェクト東京湾の最奥部にある三番瀬は、約1200haもの広大な干潟。河川から流れ込む生活排水を浄化してくれる天然のろ過装置です。生活様式の変化に翻弄されながらもなお、そこかしこに豊かな自然が息づいているところです。ところがその東京湾では昨今、ノリの不作やアサリの死滅などの被害がにわかに深刻化しています。その原因のひとつが、海に漂う藻のアオサ。遮光性があり、窒素やリン酸を吸収して繁殖する性質によって、海中が栄養過多にならないようバランスをとってきた「浄化係」のアオサは、いつのまにか皮肉にも海の酸欠の一因とされるようになったのです。http://www.daichi.or.jp/corporate/business/action/aosa/＜橋本淳一さまからのコメント＞やっかいもののように語られるアオサですが、もともと川から流れこむ窒素やリン酸を吸収し、海を守る番人でした。しかし、その処理能力を超える窒素やリン酸を人間が流したため大量発生するようになりました。大量発生したアオサは腐敗し悪臭を放ったり、海底に蓄積しヘドロとなり、さまざまな生物が死滅します。そこでアオサをとります。とった焼却されることが多いのですが、ニワトリのエサや肥料として活用することで資源として活用することができます。

http://www.daichi.or.jp/corporate/business/action/aosa/�


＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
水質浄化のためにヨシを活用するケースは多いのですが、ヨシは春に芽吹き、冬には枯れてしまいます。枯れたヨシをそのま
まにしておくと、ヨシは腐食し、ヘドロとなりメタンガスを発生させる原因ともなります。役目を終えたヨシは焼却される
ケースがほとんどですが、生産素材として活用するのは大切な視点です。 

大日本印刷株式会社 鵜殿（うどの）ヨシ原の保全活動 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
大日本印刷株式会社鵜殿ヨシ原の保全活動ヨシは多年草で1年で枯れます。刈り取らなければ枯れたヨシはゴミとなり河川に流れでてせっかく吸収したリンや窒素がまた水に溶けだしてしまいます。�http://www.dnp.co.jp/dnp_trading/yoshigami/katudou.html＜橋本淳一さまからのコメント＞水質浄化のためにヨシを活用するケースは多いのですが、ヨシは春に芽吹き、冬には枯れてしまいます。枯れたヨシをそのままにしておくと、ヨシは腐食し、ヘドロとなりメタンガスを発生させる原因ともなります。役目を終えたヨシは焼却されるケースがほとんどですが、生産素材として活用するのは大切な視点です。

http://www.dnp.co.jp/dnp_trading/yoshigami/katudou.html�


＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
食料サプライチェーンには水サプライチェーンという側面があります。食料生産には大量の水が必要で地球の淡水資源の
70％をつかっていると言われています。食料を輸入するということは、本来国内で生産していれば必要とされる大量の水を、
食料を輸出している他国で消費していることになります。国産米を食べていた人が輸入小麦をつかったパンを食べるようにな
ると水収支は大きく変わります。 

有限会社チェンジ・エージェント サステナブル・フード・ビジネス研究会を主宰 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
有限会社チェンジ・エージェントサステナブル・フード・ビジネス研究会を主宰http://change-agent.jp/news/archives/000569.html＜橋本淳一さまからのコメント＞食料サプライチェーンには水サプライチェーンという側面があります。食料生産には大量の水が必要で地球の淡水資源の70％をつかっていると言われています。食料を輸入するということは、本来国内で生産していれば必要とされる大量の水を、食料を輸出している他国で消費していることになります。国産米を食べていた人が輸入小麦をつかったパンを食べるようになると水収支は大きく変わります。

http://change-agent.jp/news/archives/000569.html�


＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
高度経済成長期の日本では工業排水によって「死の川」「死の海」が各地にできました。工場排水の問題は改善されつつあり、
現在は農業排水、生活排水が問題になっています。一口に水処理といっても都市の成長段階や汚染原因などによって、使い分
ける必要があります。 

帝人株式会社 

帝人の水処理技術と特徴 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
帝人株式会社水処理事業そのもので水環境保全に貢献している。http://www.teijin.co.jp/products/others/pdf/wpt1112_jp.pdfhttp://www.teijin.co.jp/news/2010/jbd100414_02.html（中国での事業）化学工業日報2013年3月28日よりhttp://www.kagakukogyonippo.com/headline/2013/03/28-10654.html帝人　水環境保全へ新指標　化学物質排出影響度　係数化し環境投資　帝人は、水環境を保全するため新たな経営指標を導入する。有害化学物質の排出が水環境に及ぼす影響度を化学物質ごとに係数化し、来年度中にまとめる環境投資のガイドラインに盛り込む。もっとも効果的な環境投資を行うための判断に用いる。化学物質の排出管理にも活用したい考え。水質汚染が課題となっている中国や東南アジアで事業を行っていることを踏まえ、新指標に基づく環境負荷低減目標を定めることも検討する。＜橋本淳一さまからのコメント＞高度経済成長期の日本では工業排水によって「死の川」「死の海」が各地にできました。工場排水の問題は改善されつつあり、現在は農業排水、生活排水が問題になっています。一口に水処理といっても都市の成長段階や汚染原因などによって、使い分ける必要があります。

http://www.teijin.co.jp/products/others/pdf/wpt1112_jp.pdf�


＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
水はエネルギーを生み出す存在でもあります。傾斜地を水が流れることを自然流下といいますが、ここに小型タービンをおく
だけでエネルギーを生み出すことができます。1889年、グラハム・ベルが日本で講演をしたときこう言ったそうです。「日
本を訪れて気がついたのは、川が多く、水資源に恵まれているということだ。この豊富な水資源を利用して、電気をエネル
ギー源とした経済発展が可能だろう。電気で自動車を動かす、蒸気機関を電気で置き換え、生産活動を電気で行うことも可能
かもしれない。日本は恵まれた環境を利用して、将来さらに大きな成長を遂げる可能性がある」 

東京ガス株式会社 長野・東京ガスの森（ 自然エネルギーの利用） 
 水はどこからきて、どうなるの？ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
東京ガス株式会社長野・東京ガスの森 > 自然エネルギーの利用 > 水はどこからきて、どうなるの？http://www.tokyo-gas.co.jp/env/forest/naturalenergy/mizu.html＜橋本淳一さまからのコメント＞水はエネルギーを生み出す存在でもあります。傾斜地を水が流れることを自然流下といいますが、ここに小型タービンをおくだけでエネルギーを生み出すことができます。1889年、グラハム・ベルが日本で講演をしたときこう言ったそうです。「日本を訪れて気がついたのは、川が多く、水資源に恵まれているということだ。この豊富な水資源を利用して、電気をエネルギー源とした経済発展が可能だろう。電気で自動車を動かす、蒸気機関を電気で置き換え、生産活動を電気で行うことも可能かもしれない。日本は恵まれた環境を利用して、将来さらに大きな成長を遂げる可能性がある」

http://www.tokyo-gas.co.jp/env/forest/naturalenergy/mizu.html�


＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
「もし海水から新鮮な水を安価に取り出せるようになれば、他のあらゆる科学的業績をもしのぐ偉業となろう」。ジョン・
Ｆ・ケネディ元大統領はこう演説し、海水淡水化技術を国家事業として推進した。それから40年が経過し、中近東やアフリ
カなど水不足に悩む国々が、海水淡水化プラントの建設を加速させています。イギリスのシンクタンク、グローバル・ウォー
ター・インテリジェンスは、「２０２５年の水ビジネスの市場規模は約87兆円」としていますが、個々で言われる水ビジネ
スは、主に、上水道、下水道、海水淡水化、工業用水、排水再利用の５つです。  

東洋紡株式会社 水処理事業の取り組みが『環境ビジネスアワード』受賞 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
【東洋紡株式会社】 水処理事業（特に海水淡水化技術）そのもので貢献。水処理膜事業の取り組みが ｢eco japan cup 2008｣の『環境ビジネスアワード』を受賞 。 http://www.toyobo.co.jp/news/pdf/2008/12/press331.pdf＜橋本淳一さまからのコメント＞「もし海水から新鮮な水を安価に取り出せるようになれば、他のあらゆる科学的業績をもしのぐ偉業となろう」。ジョン・Ｆ・ケネディ元大統領はこう演説し、海水淡水化技術を国家事業として推進した。それから40年が経過し、中近東やアフリカなど水不足に悩む国々が、海水淡水化プラントの建設を加速させています。イギリスのシンクタンク、グローバル・ウォーター・インテリジェンスは、「２０２５年の水ビジネスの市場規模は約87兆円」としていますが、個々で言われる水ビジネスは、主に、上水道、下水道、海水淡水化、工業用水、排水再利用の５つです。 

http://www.toyobo.co.jp/news/pdf/2008/12/press331.pdf�


＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
水の再利用の方式は利用規模に応じて、３つにわけられています。１つは「個別循環方式」で１つないし少数のビル内で処
理・再利用すること。２つは「地区循環方式」で市街地再開発地区などで複数のビル排水を集中的に処理・再利用すること。
３つは、「地域循環方式」で公共下水処理場の処理水を一定地域内で利用することです。企業が生産に使用する水を再利用す
る動きは加速しそうです。 

日産自動車株式会社 グローバル本社ビルでの水のリサイクル 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
日産自動車株式会社グローバル本社ビルでの水のリサイクルhttp://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/OFFICE/＜橋本淳一さまからのコメント＞水の再利用の方式は利用規模に応じて、３つにわけられています。１つは「個別循環方式」で１つないし少数のビル内で処理・再利用すること。２つは「地区循環方式」で市街地再開発地区などで複数のビル排水を集中的に処理・再利用すること。３つは、「地域循環方式」で公共下水処理場の処理水を一定地域内で利用することです。企業が生産に使用する水を再利用する動きは加速しそうです。

http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/OFFICE/�


＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
涵養という言葉があります。地表から水を地下に浸透させることです。戦後から現在までふりかえってみると涵養量は減って
きています。森が荒廃したこと、田んぼが減ったこと、河川護岸やまちがコンクリートで固められたことなどが原因です。企
業がつかった分だけ水を自然に返すという活動をするときは、涵養がポイントとなります。 

日本コカ・コーラ株式会社 Water Neutrality 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
日本コカ・コーラ株式会社Water Neutrality―水の貸し借りがない、自然とのイーブンな関係http://j.cocacola.co.jp/waterneutrality/index.html＜橋本淳一さまからのコメント＞涵養という言葉があります。地表から水を地下に浸透させることです。戦後から現在までふりかえってみると涵養量は減ってきています。森が荒廃したこと、田んぼが減ったこと、河川護岸やまちがコンクリートで固められたことなどが原因です。企業がつかった分だけ水を自然に返すという活動をするときは、涵養がポイントとなります。

http://j.cocacola.co.jp/waterneutrality/index.html�


＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
地下水は地下を流れる川です。地下水は地域の共有物ですが、一度汚染されると回復するのに時間がかかり、汚れも共有する
ことになります。ですから工場敷地内などから汚染物質を地下に浸透させないことが大切です。 

富士通株式会社 水資源の有効利用、水使用料の削減 
土壌・地下水汚染の防止 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
富士通株式会社水資源の有効利用、水使用料の削減http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/factories/activity/土壌・地下水汚染の防止http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/factories/gwater/＜橋本淳一さまからのコメント＞地下水は地下を流れる川です。地下水は地域の共有物ですが、一度汚染されると回復するのに時間がかかり、汚れも共有することになります。ですから工場敷地内などから汚染物質を地下に浸透させないことが大切です。

http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/factories/activity/�
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/factories/gwater/�


＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
琵琶湖固有種のホンモロコ、ニゴロブナ、スジエビなどが大幅に減り、その一方で、外来魚のブラックバス、ブルーギルが増
えています。特有の生態系をはぐくんできた琵琶湖ですが、外来魚の影響で琵琶湖固有種が稚魚のうちに食べられてしまって
減り続け、中には全滅に瀕した魚類もいます。ヨシ群落は、フナやモロコの産卵場所で外的から身を隠す群落であり、又渡り
鳥の ヨシキリの子育ての場所でもあります。 

株式会社ブリヂストン ブリヂストンびわ湖生命（いのち）の水プロジェクト 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
株式会社ブリヂストンブリヂストンびわ湖生命（いのち）の水プロジェクトhttp://www.bridgestone.co.jp/csr/soc/eco/japan/biwako/index.html＜橋本淳一さまからのコメント＞琵琶湖固有種のホンモロコ、ニゴロブナ、スジエビなどが大幅に減り、その一方で、外来魚のブラックバス、ブルーギルが増えています。特有の生態系をはぐくんできた琵琶湖ですが、外来魚の影響で琵琶湖固有種が稚魚のうちに食べられてしまって減り続け、中には全滅に瀕した魚類もいます。ヨシ群落は、フナやモロコの産卵場所で外的から身を隠す群落であり、又渡り鳥の ヨシキリの子育ての場所でもあります。 

http://www.bridgestone.co.jp/csr/soc/eco/japan/biwako/index.html�


＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
企業が水使用量や水削減量を開示する時代がやってきそうです。今後は個別の工場だけでなく、サプライチェーン・バリュー
チェーンを合わせた水使用量が必要になるでしょう。また、使用している水が、地下水なのか、河川水なのか、雨水なのかも
ポイントになるでしょう。 

三国コカ・コーラボトリング株式会社 水資源保護活動 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
三国コカ・コーラボトリング株式会社水資源保護活動http://www.mikuni-ccbc.co.jp/csr/environment/water.html＜橋本淳一さまからのコメント＞企業が水使用量や水削減量を開示する時代がやってきそうです。今後は個別の工場だけでなく、サプライチェーン・バリューチェーンを合わせた水使用量が必要になるでしょう。また、使用している水が、地下水なのか、河川水なのか、雨水なのかもポイントになるでしょう。

http://www.mikuni-ccbc.co.jp/csr/environment/water.html�


＜水ジャーナリスト：橋本淳司さまからのコメント＞ 
企業の情報開示に、森林や水など自然資本への影響を定量的に評価して盛り込む動きは急速に進んでいます。ブラジルで開催
された「リオ＋20」のサイドイベントでは、世界銀行をはじめ複数の機関が、森林や水など自然資本への負荷を企業会計に
盛り込む方針を発表し、具体的なプロジェクト内容を紹介しました。世銀は、リオ＋20のサイドイベントにおいて、森林や
水などの「自然資本」の価値を50の国が国家会計に、50の企業が企業会計に入れる「50／50」プロジェクトを立ち上げま
した。56カ国、86の企業が賛同して署名しています。 

三井物産株式会社 三井物産の森 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
三井物産株式会社三井物産の森http://www.mitsui.com/jp/ja/csr/contribution/forest/function/index.html＜橋本淳一さまからのコメント＞企業の情報開示に、森林や水など自然資本への影響を定量的に評価して盛り込む動きは急速に進んでいます。ブラジルで開催された「リオ＋20」のサイドイベントでは、世界銀行をはじめ複数の機関が、森林や水など自然資本への負荷を企業会計に盛り込む方針を発表し、具体的なプロジェクト内容を紹介しました。世銀は、リオ＋20のサイドイベントにおいて、森林や水などの「自然資本」の価値を50の国が国家会計に、50の企業が企業会計に入れる「50／50」プロジェクトを立ち上げました。56カ国、86の企業が賛同して署名しています。

http://www.mitsui.com/jp/ja/csr/contribution/forest/function/index.html�
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イーズ未来共創フォーラム 
企業・団体パートナーの会  

共創へ向けて 
 

私たちは、組織や業種・セクターを超え
て、課題を共有し、「共創のための作法
と力」を身につけ、日本全体の取り組み
を少しでも良い方向に動かしていくこと
で、持続可能で幸せな未来を共に創って
いきます。 
 
 

（2013年６月現在） 
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