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水は 
地球の 
血液です。
海に住む無数の動植物から湖や河川の水を飲む 
陸生生物に至るまで、既知の生命はすべて 
生存のために水を必要とします。 
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中でも水との関係が特に複雑なのは、私たち人類でしょう。 
人類は単なる生存目的をはるかに超えて水に依存しているか
らです。 私たちは水から電力を作り出しています。 水路を通
じて人や物を輸送しています。 水を使って作物を育てていま
す。 創薬や製造にも水を利用しています。 実際、 

商品の売買時には価値を水量に換算
することができるのです。 
例えばある試算によると、ジャガイモ 1kg を生産するには 
246 リットルの水が必要です。 ジーンズ 1 着を製造するには 
10,855 リットルの水が必要です。 また普通自動車 1 台を製造
するには、378,500 リットルもの水が必要となります。 このよ
うな具体的数値で表された水は「バーチャル・ウォーター」
と呼ばれ、輸出入品を水に換算した場合の正味価値を示す
測定基準として使用されます。 



私たちが水を扱う際には通常、 
その性質を変えたり、流れを変えたり、
別の状態に変化させたりしています。
地球上の水の総量が変わることは決してありませんが、その
性質は変化し続けています。 降雨場所から海洋水の化学的
組成に至るまで、すべてが絶えず変動しているのです。 そし
てこうした変化によって、私たちは生活やビジネスの方法・
場所に関するさまざまな難題を突きつけられています。 



一生物種として、人類は水系についての知識をほとんど持たな
いまま生きてきました。 水のある場所や水の使い方は常に知っ
ていましたが、水系を保全・維持する方法を深く理解してはい
ませんでした。 

人類はこれまで、水を効率的に管理 
する方法を学んでこなかったのです。
しかし今後は、こうした無知を放置しておけるような余裕はなく
なるでしょう。 



さまざまな研究機関、政府機関、 
企業などが現在、水研究に関する 
遅れを挽回するための大規模な競争
を展開しています。 ある機関では、海洋に二酸化炭素が封
じ込められる仕組みを理解しようと試みています。 別の機関
では、高度な水保全技法に注目しています。 さらに、飲用
に適さない水をより効率的に濾過して個人用・工業用として
処理する方法について、研究している機関もあります。 
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IBM は、水を主題とした一連のグローバル・イノベーション・
アウトルック・セッションに何百人もの世界的な水管理専門家 
( 科学者、大学教員、企業社員、政府機関職員など ) を招き、
知識の共有と資源の結集を図ってきました。 このレポートの
各ページには、これらのセッションでの議論から得られたイン
サイト (洞察) や提案事項が多数掲載されています。 IBM では、 

世界の水資源を今よりスマートに利用
してその恩恵を享受し、かつ保全して
いけるような方法を、このレポートを 
通じて考えていただきたいと考えてい 
ます。
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家庭での使用 
都市部では、貯水池や河川に対
する需要次第で淡水の自然な流
れが変えられています。 

農業 
大規模なかんがい、あるい
は農地からの化学肥料や農
薬の流出によって、河川や地
下水が汚染されます。 

エネルギー 
水力発電用のダムは川の
生態系を破壊します。

下水 
排水処理を行わなければ水道
水が汚染されますが、排水処
理は多大なエネルギーを必要
とし、二酸化炭素排出量の増
大を招きます。

汲み上げ 
海岸地域で過度に地下水を汲み
上げると、地下の水圧が下がり、
海水が淡水水源に流入する可能
性があります。 

過去何千年間にもわたって、水は水循環の仕組みによって世界中を移動して
きました。 しかし、人間がこのサイクルに干渉する機会が増えるにつれて、
それまでになかった過程が追加され、その結果、サイクルが複雑になりまし
た。 地球上の水の総量が変わることは決してありませんが、人間が水に干渉
するたびに、水の流れる方向、化学的性質、有用性、供給力などが一定期間、
変化してしまう可能性が生じます。 地球上に住む 65 億の人類がそうした変化
の一因となっているのです。 

65 億人がもたらす影響
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水蒸気移動

二酸化炭素排出 
大気中の二酸化炭素が海洋に
封じ込められると、海水の酸
性度が上昇します。

海上輸送 
バラスト水を積載して出航した船
舶が何千キロも離れた海域で排
水することにより、寄港地の生
態系に害を及ぼす可能性のある
生物種が持ち込まれます。

漁業 
乱獲は貴重な食料源を枯渇さ
せるだけでなく、海や河川の
生態系に永続的な変化をもた
らす可能性があります。 

脱塩 
海水淡水化プラントからの塩

分排出によって、付近の海水
の塩分濃度が上昇します。 

酸性化 
大気中の二酸化炭素を吸収するこ
とが原因で海水の pH レベルが低
下すること 

水産養殖 
淡水生物および海水生物を一定の
管理条件下で飼育すること 

汚水 ( ブラック・ウォーター ) 
生活排水および工業排水 

炭素隔離 
自然の営みまたは人為的な手段に
よって二酸化炭素を大気中から除
去し、別の場所に格納すること 

集水 
雨水を収集して再利用するプロセ
ス 

脱塩 
水を濾過して塩分とミネラル分を取
り除く一連のプロセスの総称 

排水 
工業または家庭での使用の後に排
出される水 

家庭雑排水 ( グレイ・ウォーター ) 
工業用以外の、食器洗い、洗濯、
入浴といった家庭での使用によって
生じる排水 

水循環 
地球の表面、大気中、地下で水を
移動させる自然作用 

浸透 
水が重力によって下方の地盤に
入っていく作用 

逆浸透 
水を半透膜に通すことによって溶媒
から溶質を分離する水濾過手法 

海水侵入 
海岸地域において地下の淡水水源
に海水が浸入する状況 ( 通常は、
海岸に近い帯水層からの過剰な地
下水の汲み上げが原因で発生 ) 

蒸散 
植物の葉から水蒸気が放出される
現象であり、この作用によって根か
ら水分と養分が吸収される 

バーチャル・ウォーター 
商品をその生産に使用された水の
量に換算した測定基準

水関連の用語



データの欠如
水管理の新時代が到来 

科学的発見を誇る生物種でありながら、 
人類は自らの生存にとって最も重要な 
資源である「水」について、驚くほど少ない 
知識しか持ち合わせていません。 
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このような理解不足は、何の疑問も持たず
に水を消費している一般の人々だけの問題
ではありません。 プロの立場で水を研究し
ている科学者、大学教員、企業人、政策立
案者なども同じ問題を抱えているのです。

The Beacon Institute for Rivers and Estuaries (ニューヨーク州、
ザ・ビーコン・インスティチュート・フォー・リバーズ・アンド・
エスチュアリーズ ) のディレクター兼 CEO、John Cronin 氏は、
次のように語っています。「何らかの進歩を実現するためには、
まず専門家である私たちが率先して自らの無知を認めなければ
なりません。 私たちは海洋について十分に理解していません。 
河川や河口の知識も不足しています。 魚群が今現在どこにいて
明日どこに移動する可能性が高いのかも、把握することができま
せん。 同様に、生物の生息環境や飲料水の供給状況を脅かして
いるさまざまな汚染物質についても、私たちの知識は限られて
います。 私たちはこの現実を認めなければならないでしょう。」 

こうした緊急提言は、世界中のあらゆる場所で、あらゆる職
種の専門家から、繰り返し発せられています。 地下水、氷河、
河川デルタ地帯、深海など、水循環の全側面において、目的を
持った積極的なデータ収集・分析が必須となっているのです。 
この目標が達成されない限り、淡水系および海洋水系の管理は
非効率かつ非体系的な状態のままとなるでしょう。 

Georgia Chamber of Commerce ( ジョージア州商工会議所 ) 
の顧問として水資源関連の政策に携わっている水資源管理専門
家、Doug Miell 氏は、次のように語っています。「測定できない
ものを管理することはできません。 私たちの活動を妨げるのは
信頼性、可用性、実行可能性について欠如したデータであり、
だからこそリアルタイム情報を含むあらゆる種類のデータを収集
する必要があるのです。」
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自律型フロート : 
外洋の深度 2,000m 地
点において海流、塩分
濃度、水温を測定でき
る能力を有し、 10 日ご
とに自動的に浮上して、
データ測定値を無線送
信します。

1. 海洋データの測定
もし科学者の研究手法に何の制約もないなら、海水温から大気質まで含めたあらゆるデー
タを定期的に収集するセンサーで地球全体を覆い尽くしてしまうことでしょう。 このアイデ
アは非現実的なものと思われるかもしれませんが、実現の可能性は徐々に高まっているの
です。 

規模はさまざまですが、包括的なデータ・セットを収集しようとする試みが既に多数進
行しています。 全球海洋観測システム (Global Ocean Observing System: GOOS) は、多
国間協力による大規模なデータ収集活動の一環です。この活動では、海底地形図作成用
の衛星、各種センサーを装備した船舶、海水温測定用のブイなどを用いて観測が行われ、
センサーを搭載した何千基もの漂流型フロートが世界中の海で浮き沈みを繰り返しなが
ら、海流、海水温、塩分濃度のデータを収集します。 海洋生物から海上輸送ルートや気
象パターンに至るまでの全側面に影響を及ぼす海洋気候の変化を測定するうえで、これら
の情報は欠かせません。 

しかし専門家は、政府の補助金や見返りを求めない寄付金だけに頼っていたのでは
データ収集活動の維持は難しいのではないかと懸念しています。 Bermuda Institute of 
Ocean Sciences ( バミューダ海洋研究所 ) の所長兼主任研究員である Tony Knap 博士は次
のように語っています。「データから一定のパターンを読みとるためには、計画を何十年も
継続する必要があります。 ところが政権の存続期間は約 4 年にすぎません。 当然、優先
順位は変わってしまいます。 また、この種の計画は大規模かつ国際的なものになるため、
莫大な費用がかかります。 そのため今後は、民間企業の参加を求め、政府や研究機関と
の連携によって問題の解決を図っていくことが必要となるでしょう。」

Knap 博士が特に確信しているのは、データ収集活動は利益を生み出す自立型ビジネス・
モデルの一部でなければならないということです。 民間企業が政府機関と連携すれば、デー
タの収集・利用に対する長期的ニーズを生む永続的市場が構築可能になります。 例えば、
海洋センサーによって二酸化炭素を測定できるなら、そのセンサーは将来的に、キャップ・
アンド・トレード方式による世界の二酸化炭素排出権取引市場にとって不可欠なものにな
るかもしれません。 Knap 博士はさらに次のように言っています。「二酸化炭素が最終的に
行き着く場所は海です。 世界の排出権取引市場における個々の取引額のほんのわずかを
投じるだけでも、センサーのグローバル・ネットワークを構築する十分な資金となるでしょ
う。」
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サンディエゴでは最近 10 年以上にわたって干ばつ状態が続いて
おり、取水の 90 パーセントをコロラド川に頼っています。 この水
源はその他の数十の地域社会と共用されていますが、その中には
世界有数の農業発展地域であるカリフォルニア州南東部インペリ
アル・バレー農業地区も含まれます。 

地域の視点 :  
サンディエゴ GIO Deep Dive 
セッション 
2008 年 9 月 18 日 
北緯 32 度 72 分 西経 117 度 16 分 
人口 : 1,366,865 人 
面積 : 963.6 km²

「測定できないものを管理することはできません。 
私たちの活動を妨げるのは信頼性、可用性、 
実行可能性について欠如したデータであり、 

だからこそリアルタイム情報を含むあらゆる種類の 
データを収集する必要があるのです。」

Doug Miell 氏 
水資源管理の専門家 

Miell Consulting
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2. 富の共有
水関連のデータすべてが収集に多額の費用を要するわけではありません。 実際には、そ
うしたデータの多くは、断片的な形ながら既に世界中に存在しています。 必要なのは、そ
れらを収集して体系化することだけなのです。 

Woods Hole Oceanographic Institution ( マサチューセッツ州、ウッズホール海洋研究
所 ) で研究助手として地質学・地球物理学研究に携わっている Sarah Das 氏は、次のよう
に語っています。「常にゼロから始めなければならないわけではありません。 データベー
スはあらゆる場所に存在しており、あとはそれらをつなげる手段があればいいのです。」

GIO 参加者が「グランド・バーゲン」と呼ぶアイデアがまさにそれに該当します。す
なわち、大学と研究機関が民間企業と提携し、共同でデータの収集・分析に当たるという
アイデアです。 民間企業は、効率向上とコスト削減を目指す取り組みの中で、水使用に
関するデータを数十年間にわたって収集してきました。 この種の取り組みはかなりのコス
トを必要としますが、利益につながるという理由で継続されています。 

一方で、大学や研究機関の側は、そうした情報を自ら分析・洞察する能力があるにも
かかわらず、データ収集活動のための資金調達にしばしば困難を感じています。 もし民間
企業が自社のデータを大学・研究機関側に開示し、データ資源を共有することができれば、
双方にとって大きな利益となるでしょう。 

過去においては、競争上の懸念から、大学・研究機関の内部でも組織間の情報
フローに制約がありました。 しかし、状況は変化しつつあります。 Beverage Industry 
Environmental Roundtable は、Diageo、Nestlé Waters、Anheuser-Busch InBev、The 
Coca-Cola Company、PepsiCo などを含む国際的飲料メーカー 12 社で構成される団体で
あり、参加企業はいずれも、水保全と資源保護のデータやベスト・プラクティスを収集・
共有することに力を注いでいます。 

The Coca-Cola Company で環境・水資源部門の水テクノロジー・ディレクターを務め
る Paul Bowen 博士は、次のように語っています。「当社では、類似業界を検討して自社
の基準を設定する必要がありました。 そこでデータ収集を試みたわけですが、 まったくデー
タを持っていない企業もあれば、商品ごとの水所要量をリットル単位でレポートしている
企業もあり、同じ水体積のデータでもその基準は利益額、ヘクタール、平方フィートなど
実にさまざまでした。 方法があまりにも多様で、データの基準を定める手段がまったく存
在しなかったのです。」
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しかし 1 年後には、水の使用量削減や再利用、干ばつ対策、水資源管理などに関する
情報を企業間で共有できるようにする共通の枠組みがこの団体によって構築されました。 
Bowen 博士は、「私たちは現在、共通の言語で話をしています。 同じ測定単位を使用し、
団体の外部に対しても、以前よりも的確に情報を伝達できるようになりました」と述べてい
ます。 次のステップは、大学関係者や研究者、さらには政府関係者などをこの取り組みに
引き入れて、既存のデータを最大活用するプロセスを共有することです。 

3. データを価値あるものにする
データの中には明らかなビジネス上のメリットがあるものがあります。 しかし一般に、水
管理に関して収集される情報の多くは見返りが不明で、政治的・経済的な有用性を判別す
ることが困難です。

ただし最近では、企業戦略と社会的有益性との間に横たわるギャップは小さくなりまし
た。 政府機関、民間企業、非営利団体は、互いの目標が整合していることをかつてない
ほど認識しています。 そこで、すべての関係者にとってのデータ収集の価値が徐々に明ら
かになりつつあります。 

そのことを最も的確に示しているのがアイルランド西海岸のガルウェイ州で進められて
いる取り組みです。 アイルランドの国立海洋調査機関である Marine Institute ( 海洋研究
所 ) では、IBM や Intel を始めとする民間企業と協力し、ガルウェイ湾についての極めて詳
細な情報を獲得しようとしています。 SmartBay Galway と称するこのプロジェクトでは、水
質、水産養殖、化学物質含有量、波エネルギー、潮汐運動などに関連するリアルタイム・
データを常時連続的に収集する予定です。ここで収集されたデータはすべて、主要政策の
決定やアイルランド国内 ( および周辺国 ) の数多くの業種に、情報およびサポートとして提
供されます。

アトランタは 50 万人以上の人口を抱える都市であり、過去 2 年
間のうちの大半は、渇水のため、州の政令によってレベル 4 の水
道使用制限が施行されています。 この制限の具体的内容として特
筆すべきなのは屋外での水道使用の禁止です。この措置によって、
ジョージア州北部の水道使用量は 1 日あたり約 680 万リットル削
減されました。 

地域の視点 :  
アトランタ GIO Deep Dive 
セッション 
2008 年 9 月 23 日 
北緯 33 度 45 分 西経 84 度 23 分 
人口 : 519,145 人 
面積 : 343 km²
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「この計画は、テクノロジーの新領域を開くものであると同時に、アイルランドとその
提携国にとって新たなビジネス・チャンスとなるでしょう」と語るのは、Marine Institute 
の海洋テクノロジー・マネージャー、Eoin Sweeney 氏です。 同氏によると、この計画に
要するコスト自体は漁業、バイオテクノロジー、観光ビジネスなどの事業収益によって容
易に正当化されますが、中でも重要なのが代替エネルギー関連事業です。

当然のことですが、SmartBay プロジェクトで収集される情報は政策決定にも役立ちま
す。 ただし、企業と政府の双方にとってこの計画が好ましいものとなるのは、経済的見返
りの可能性があるからです。その可能性があってこそ、プロジェクトの対象範囲が広がる
のです。 「産業界にとってメリットがなければ、これほどまでに大がかりな計画を立ち上げ
ることはほぼ不可能だったでしょう」と、Sweeney 氏は語っています。 

データ・ブイ
検潮器
波浪観測ブイ
無線 
通信

ガルウェイ湾
( アイルランド )

ガルウェイ湾

Marine  
Institute

調査用船舶

地図および 
地形図作成用の

航空機
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SmartBuoy 

水産養殖
貝類養殖業者は、海水の塩分濃度、温度、

水質などの情報を必要としていますが、 
中でも収穫量に悪影響を及ぼす藻類の 

大量発生についての情報は特に重要です。 

観光事業
Irish Water Safety Association ( アイルラン
ド水上安全協会 ) は、海岸に危険 ( クラゲや
激しい潮流など ) が発生した場合、遊泳禁止
やライフガードへの警報発令などの措置を講
じることができます。 

港長
湾内の工業製品積出港の管理業務には、 
高潮や流速に関するリアルタイム情報が
必要です。 

代替エネルギー
エネルギー関連企業は、波の潜在的エネル
ギーに関するデータに特に強い関心を抱いて
います。 

飲食店
通信回線を通じて、漁船が地域の飲食店に
入港時期や漁獲内容を伝達することができ
ます。 

漁業
漁船は、魚群位置特定や安全確保に役
立つ気象データと水質データに最も大き

な関心を抱いています。

SmartBay Galway
アイルランドのガルウェイ湾では、多様な
情報源から収集されたデータが多くの業界
への情報提供に利用されています。 

データ収集 :

気象データ
水データ
波データ
潮汐データ
潮流データ
海底の地図および地形図の作成
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ニューヨーク州東部アディロンダック山地を水源とし、507km 下流のマンハッ
タン島西岸に流れ込むハドソン川は、世界有数の躍動性と多様性を持つ水域
です。 ハドソン川は過去数十年にわたって、米国の東海岸と中西部を結ぶ
主要な交易ルートでした。 現在も飲料用水源、重工業用水源、漁業、航行、
娯楽などの用途に利用されており、 流域には数え切れないほど多様な魚介類
が生息し、米国総人口の実に 5 パーセントが暮らしています。

しかし、この重要河川についての調査はこれまで
限定的で、せいぜい散発的な方法によるデータ収集
が行われる程度にとどまっていました。 The Beacon 
Institute for Rivers and Estuaries のディレクター兼 
CEO である、John Cronin 氏は、次のように語ってい
ます。「動的に変化しているシステムを管理しようと
するなら、作業対象のデータも等しく動的であるべき
です。 システムの監視と観測をリアルタイムで実行
することが必要になるのです。」

そのため The Beacon Institute では、センサーと
観測用プラットフォームから構成される河川観測シス
テム River and Estuary Observation Network (REON) 
の開発を IBM と共同で進めています。このシステム

があれば、科学者や分析担当者にデータが常時提供
されるからです。 REON では、浮遊式の観測用プラッ
トフォーム、潜水式のブイ、さらには半自律型の水
中ロボット等を使用し、ハドソン川生態系全体の化
学的、生物学的、物理的データを測定・監視する予
定です。 

その目標は、暴風雨、干ばつ、人間との関わり
なども含めたあらゆる事象に対してハドソン川がどの
ように反応するのかをリアルタイムで把握できるよう
にすることです。 そうした情報があれば、生態系の
管理は新たなレベルに入ると予想されます。 例えば、
絶滅寸前の生物の産卵期には取水を回避するなど、
工業用取水計画を改善して河川環境を最適化するこ

  事例研究 : 
The Beacon Institute 
for Rivers and Estuaries
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ものポリ塩化ビフェニル (PCB) と呼ばれる産業廃棄物が 
ハドソン川を汚染していました

590 トン
1960 年代には

とも可能でしょう。 また、公共飲料用水の取水口流域
が人間活動による廃棄物によって汚染されている場合
に、適切な措置を講じることもできるようになるでしょう。 

環境保護論者としての 30 年以上にわたる活動を通
じて世界的名声を得ている Cronin 氏は、「先進テクノ
ロジーを用いて環境問題を解決しようとするならば、民
間企業との協力関係が不可欠である」と述べています。
それはつまり、企業と社会の間にこれまでにない性格

の関係を構築するということです。 さらに同氏は「民
間企業と距離を置くというのは愚かな考えです。 産業
界は有能な人材の雇用と養成に莫大な資金を投じてい
ます。 せっかくの人材なのですから、ぜひともこちら側
に引き入れて、世界の環境問題の解決に当たってもら
わなければなりません。 民間企業と協力することが 
スマートなやり方でしょう」とも語っています。

次のステップ
あらゆる種類の水系を測定し、観測し、情報を構築するためのテクノロジーは、今や豊富に存在します。 
それに比べて、事業収益と社会的便益を兼ね備えたビジネス・モデルははるかに少ないというのが現状で
す。 水系に関する情報を収集・分析するコストと責任を政府機関のみが負担することはできません。 民間
企業の前には現在、水関連データの収集と活用によって利益を追求するという、かつてないビジネス・チャ
ンスが転がっています。そしてそのチャンスが地域社会に 2 次的なメリットをもたらすことも明らかです。 

ハドソン川からは、毎秒

立方メートルの淡水がニューヨーク湾に流れ込んでいます 

606



水のビジネス
世界で最も貴重な物資を評価する

現在に至るまで、水は経済活動の成功を 
左右する重要要素であり続けています。  
事実上すべての製造業が水の安定供給に 
依存しています。 
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農業は、かんがいなしには成り立たない
でしょう。 歴史を振り返ってみると、世界
有数の商業中心地には 2 つの共通点があ
りました。 1 つは豊富な淡水に恵まれて
いたこと、そしてもう 1 つは水上交易ルー
トに近接していたことです。 

IBM のビッグ・グリーン・イノベーション事業担当バイス・
プレジデントである Sharon Nunes は、「昔から、水の乏し
い都市は発展できないと言われてきました。 同じことはビジ
ネスにも言えます。 水がなければビジネスは成立しません」
と述べています。 

真理はこのように単純ですが、水の経済的側面は複雑な
部分があるため、ほとんどの企業経営者にとってわかりにく
いものでしょう。 水関連のビジネスを構築する場合であれ、
直接投資する場合であれ、ビジネスの常識が通用しないケー
スはしばしばあります。 GE Water & Process Technologies の
最高マーケティング責任者である Jeff Fulgham 氏は、「ある
地域において水のコストと供給力の間の関係を調査したとこ
ろ、両者の相関関係はほぼゼロであるということが判明しま
した」と述べています。 

しかし、水関連のビジネス・チャンスを特定することが
いかに難しいとはいえ、そのチャンスがまったく存在しない
わけではありません。 水の浄化、水利用の効率化、持続性
のある水利用などの問題を巡って構築される、さまざまなビ
ジネス・モデルやテクノロジーは、今まさに花開期を迎えて
います。 最高レベルの問題解決策は、水とコストの両方の
節約につながります。
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1. 価値のパラドックス
世界中の多くの地域において、水そのものは無料です。 水の調達、配送、処理に伴うコ
ストは発生するかもしれませんが、 おそらく地球上で最も重要な資源である水そのものに
は、価格がないのです。 物資の有用性とその交換価値との間に関連がないというこの矛
盾した現象は、経済学者の間では「価値のパラドックス」( 別名「水とダイヤモンドのパラ
ドックス」) として知られています。 

ニューヨークに本社を置く金融サービス会社 Perella Weinberg Partners の共同経営者、
Rod Parsley 氏は、次のように語っています。「たくさんの投資家が水に投資したいと言っ
て私のところに来ますが、 そんな相手には『いいでしょう。それでは、現在どこで水の取引
が行われているのか、新聞を広げて教えてください』と答えているのです。 そう、水の市
場などというものは存在しません。 それでもなお、水は世界で最も重要な物資なのです。」

水が人間の基本的権利なのか、それとも市場を必要とする物資なのかという疑問には、
容易に答えることができません。 この議論は非常に政治的で感情的な問題をはらんでいま
す。 多くの人は、水は食糧と同じく、市場原理によって価格統制される生活必需品である
と信じています。 一方で、水は空気と同様に豊富に存在し、誰もが無料で好きに使ってよ
いものだと考える人もいます。 しかし真実は両者の間にあります。つまり、水は無料ではあっ
ても、その配送と処理にはコストがかかるのです。

その一例がインド全土の村落に提供されてきた「無料の水」です。 専門家の指摘によ
ると、この水自体は確かに無料ですが、調達に際しては多額の費用が発生しています。 配
水塔まで出かけ、列に並び、汲んだ水を自宅まで持ち帰るという作業に、村人が半日を費
やす場合もあります。 中には、この作業を毎日行う必要のある人もいます。 

そのため、インフラストラクチャーの整備や水利用の効率化を利益と結び付けることが
できる正確かつ公正な価格設定モデルがない限り、水の浪費、水質汚染、水不足などの
問題が緩和されることはないだろうと、多くの GIO 参加者が感じています。 カリフォルニ
ア大学バークレー校に在籍する経済学者、David Zetland 氏は、次のように語っています。
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「たくさんの投資家が水に投資したいと言って私のところへ来るんですが、 
 そんな相手には『いいでしょう。それでは、現在どこで水の取引が 

行われているのか、資料を広げて教えてください』と答えているんですよ。 
 そう、水の市場などというものは存在しません。  

それでもなお、水は世界で最も重要な物資なのです。」

Rod Parsley 氏 
共同経営者 

Perella Weinberg Partners

3 本の川が集中し、洪水や高潮の危険に常にさらされているアム
ステルダムにとって、堤防、ダム、運河などから構成される複雑
なシステムを利用して市街地とその周辺の水の流れを制御するこ
とは、まさに死活問題です。 そこでオランダでは、今後 200 年
にわたる自国の「洪水対策」計画を進めています。 

地域の視点 :  
アムステルダム GIO Deep 
Dive セッション 
2008 年 11 月 6 日 
北緯 52 度 22 分 東経 4 度 53 分 
人口 : 755,269 人 
面積 : 219 km²

「水は安ければ安いほど、使用量が増加します。 しかし、人の注意を引き始める値段ま
で水の価格を引き上げれば、個人も農業経営者も企業も、水を多く使用すればするほど得
られる利益が目減りするということに、直ちに気付くでしょう。」 

Zetland 氏が提唱しているのは、水を無料で利用する権利を排除しない階層型の価格
設定モデルです。 このモデルでは、それぞれの個人、企業、農業経営者に対して、一定
の水使用量を「人権」として無料で割り当てます。 ただし、実際の使用量が割当量を超え
た場合には、速やかに課金され、超過するにつれ比率が上がり、分に応じて最終的には
水の価値を上回るほどの価格となるため、利用者の裁量で加減できる活動 ( 芝生への散水
や洗車など ) については需要が減少するでしょう。

水道管を住宅まで直接引くにはインフラストラクチャーの整備が必要ですが、このよう
な解決策はそのための資金源となる可能性があります。 もちろんそのためには、かなり洗
練されたリアルタイムの計測・課金テクノロジーが必要となるでしょう。 しかしこの解決策
は、1) 使用パターンに対する意識を喚起する、2) 最終収益に直接影響する、という 2 つ
の重要な理由から、水利用の効率化に直ちにインパクトを与えると考えられます。
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メキシコシティー ( メキシコ )

サンティアゴ ( チリ )

カルガリー ( カナダ )

物理的に水が不足している地域
物理的に水が不足している状態に近づいている地域
経済的理由により水が不足している地域
水不足に見舞われることが少ないか皆無の地域
未調査の地域

「世界の水不足状況 (2008 年 )」と「水道料金平均値  ( 下水を含む ) 」の比較

世界のデータを比較すると、水道料金の価格体系に
は大きな相違があります。 また、淡水の可用性と価
格の間には、事実上まったく相関関係がありません。

$0.21

$1.15

$3.40

$2.21 ロサンゼルス ( 米国カリフォルニア州 )

水とダイヤモンドのパラドックス

出典 : International Water Management Institute ( 国際水管理研究所 ) 発表の Global Water Intelligence ( 世界の水情報 )
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ニューデリー (インド)

北京 (中国)

ダブリン (アイルランド)
$0.00

$0.09

$0.54

バマコ (マリ)

ドバイ (UAE)

$3.87
シドニー (オーストラリア)

$1.48
大阪 (日本)

ベルリン (ドイツ)

$0.45

$2.16

$7.00
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2. アドベンチャー・キャピタル
水が通常の取引対象物資とは異なるという事実は、投資の難しさを示す理由の一部でしか
ありません。 水はどこにでも存在するものであるかのように扱われ、ひどく過小評価され
ることが多く、多くの場合、政府の管理下に置かれています。 こうした状況から言えるのは、
水の調達、処理、供給に関する製品やサービスについては、投資家を活気づけて資本を
引き出させるような市場がまだ確立されていないということです。 

ミュンヘンに本社を置くベンチャー・キャピタル会社 Cleantech Europe の経営最高責
任者、Thomas Schulze 氏は、「必要なのは、水ビジネスにおける Google 的な存在です。 
私たちは依然として、そのような傑出した革新者、つまり事業分野を定義づけて市場を刺
激してくれるブランドを見つけ出そうとしている最中なのです」と述べています。 

こうした弱点にもかかわらず、水の分野には刺激的なテクノロジーやビジネス・チャン
スが出現しつつあります。 脱塩による海水淡水化、雨水の集水と処理、工業用水の再利
用などの水関連市場は、現在もそれなりの活況を呈しています。 しかし、これらの用途に
使用されているテクノロジーはいずれも供給量を増やすことを念頭に設計されたもので、
供給量の増大が等式の重要部分を占めることは明らかです。 しかし、社会面と経済面の両
方においてそれよりはるかに高い将来性が見込めるのは、まだ発展途上にある、需要を減
らすテクノロジーなのです。 

カリフォルニア州に本社を置くベンチャー・キャピタル会社 Foundation Capital のプリ
ンシパル、Steve Vassallo 氏は、次のように語っています。「当社では水関連の投資につい
て、『需要側の投資』と称する、他社とはやや異なるアプローチを取っています。 当社では、
情報テクノロジーの利用に注目し、それを当社の既存インフラストラクチャーに重ね合わせ
ることによって、商業・工業目的のお客様によるエネルギー節減と水使用量削減を支援し
ているのです。」 

家庭用と工業用の両方を対象とする、よりスマートな水利用システムを構築することが、
投資家の利益を生み、水使用量の節減にもつながると、Vassallo 氏は確信しています。 き
め細かい計測手法と節約分に報奨を与える法規制環境 ( 二酸化炭素排出権取引や電力会
社による余剰電力購入などと同様の仕組み ) があれば、これは実現可能です。 アトランタ
の GIO Deep Dive セッションにおいて、Vassallo 氏は「ネガリットル」というアイデアを提
示しました。これは電力の世界で使用されている「ネガワット」と同様のもので、節約した
水を仮想の水 ( バーチャル・ウォーター ) として換算する単位を設定し、それを取引に使用
するというアイデアです。 

Vassallo 氏はさらに次のように述べています。「需要側に投資すれば、次世代インフラ
ストラクチャーの基準が上がります。 つまりエネルギーと同じです。 原油価格が再び 40 ド
ルを割り込んだからといって、効率の向上したボイラーを撤去することはないでしょう。 需
要側を管理することによってこうした恒久性が得られるのですから、すばらしいと思います
よ。」 
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「必要なのは、水ビジネスにおける Google 的な存在です。  
私たちは依然として、そのような傑出した革新者、つまり事業分野を 

定義づけて市場を刺激してくれるブランドを見つけ出そうとしている最中なのです」

Thomas Schulze 氏 
最高経営責任者 

Cleantech Europe

3. 産業と水
すべての企業がそれぞれの形で水と関係しています。 原材料の処理や商品の製造に水を
使用している企業もあれば、 機器の冷却や洗浄に水を使用している企業もあります。 また、
販売商品の主成分として水を利用している企業もあります。

ニューヨークに本社を置く金融サービス会社 Perella Weinberg Partners の共同経営者、
Rod Parsley 氏は、「事実上すべての企業が水に関する緊急課題を抱えています」と述べて
います。 GIO 参加者の多くは、すべての企業に最高水責任者 (Chief Water Officer: CWO) 
を置くべき時機が到来したと感じています。 また、そう遠くない将来にすべての株式公開
企業が年次報告書において水の効率的利用に関する情報を開示するよう求められることに
なるだろうと、確信している参加者もいます。 こうした事情から、ほとんどの企業では自
社のウォーター・フットプリントを以前より綿密に観察し始めています。 しかし、綿密さと
いう点で The Coca-Cola Company を超える企業は存在しないでしょう。 

The Coca-Cola Company は「水問題に敏感」というレベルではありません。 同社の
水使用量は年間約 3,000 億リットルに達しますが、実際の飲料製品に含まれる量はそのう
ちのわずか 40 パーセントにすぎません。 しかも、本社が置かれている米ジョージア州アト
ランタは水に関する問題点をいくつも抱えている地域です。 そのため同社は、世界の水使
用量削減や水条件改善を担っているほぼすべての財団や非営利団体にメンバー企業として
参画しています。 

The Coca-Cola Company では、長年にわたり率先して工業用水の問題に取り組んでき
ました。 製造工程で出る水を一滴たりとも無駄にすることはありません。 多くの工場では、
屋根に溜まった雨水を集めて飲用以外の用途に利用しています。 また、製品用の水源に
ついて綿密な調査を実施し、地域の環境や住民に対する影響を分析しています。 さらに
現在、同社は水管理において最も困難だと思われる課題に着手しようとしています。 それ
はすなわち、長大なサプライ・チェーン全体にわたる水管理です。 

The Coca-Cola Company では、WWF と協力し、自社製品に含まれる砂糖、コーヒー、
柑橘類を生産する際に使用される水量を削減しようとしています。 中でもサトウキビは特
に大量の水を必要とする作物で、12.5 トンの収穫を得るために 12 カ月間で総量 100 万リッ
トルの水を必要とします。 そこでまず、WWF および The Better Sugarcane Initiative ( 非
営利団体 ) と共同で、砂糖調達における標準の策定、供給業者の評価、目標の設定など
に取り組むことになりました。 

WWF の研究員である Jamie Pittock 氏は、次のように語っています。「人間の社会と経
済活動を支えるためには、どうしても環境から水を取り出す必要があり、そのことは住民と
自然に何らかの影響を及ぼします。 私たちは、水を取り出す作業をわかるように進めると
ともに、経済的生産性と社会的便益を明確に判断するべきでしょう。」 
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  事例研究 : 
The Dow Chemical Company
オランダ南西端に位置するゼーラント州に、テルヌーゼンという、水事情の厳
しい小さな町があります。 人口 55,000 人のこの町には The Dow Chemical 
Company の大規模な生産施設があり、水管理分野における世界有数の官民
協力体制が実現されています。 

町当局との協力下で The Dow Chemical 
Company が下水道からの排水の処理と再利用を開
始したのは、約 2 年前のことでした。 同社は現在、
地域の水道会社と協力し、毎日 7,500 立方メートルの
工業用水を、テルヌーゼンの下水を処理した水で賄っ
ています。 この施策によるメリットは広範囲にわたっ
ています。 

The Dow Chemical Company のテルヌーゼン工
場では、以前は蒸気生成用および工業工程用として
脱塩水を使用していました。 一方、一般住宅から出
る下水は、浄化処理を施したうえで、付近を流れる西
スヘルデ川の河口に放水されていました。 現在、下
水 ( 海水を脱塩するよりも安価で、エネルギー消費
量が 65 パーセント少なくて済む ) は、逆浸透技術に
よる処理を施されてから、工業用水として同社の工
場に直接送られています。 

The Dow Chemical Company の Global 
Government Affairs and Public Policy Expertise ( 世
界市場における行政・公共政策関連専門技術の担当
部門 ) 責任者である Peter Paul van de Wijs 氏は、次
のように語っています。「誰もが恩恵を受けています。 
町は下水を処理できます。当社はより安価な工業用
水を確保できます。そして何より、貴重な天然資源
が適切に管理されるようになるのです。」 

Van de Wijs 氏は、The Dow Chemical Company 
がテルヌーゼン町当局との間に構築した協力体制は
世界中に簡単に応用できると確信しており、現在、
Zeeland Water Board ( ゼーラント水管理委員会 ) お
よびオランダ中央政府と協力し、この仕組みを水資
源の乏しい地域に有効な対策として提供しようとして
います。 
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Q 水管理の将来において産業界が果たす責務とは何でしょ
うか ? 

水は人間の生命を維持していくうえで不可欠な最重要化学物
質ですが、富の創出にかかわる重要イネーブラーでもありま
す。  しかし現在、何十億人もの人々が水不足に悩み、農業
/ 工業生産における全基本工程が水不足の影響を受けていま
す。 社会の発展と工業生産の成功が不可分の関係にあると
いうことを前提とすると、水管理において産業界が果たすべ
き重要な役割は少なくとも 3 つあります。 すなわち、水利用
を最適化して水質汚染を最小限に抑えること、効果的で経済
的実行性のあるテクノロジーを解決策として創出・改善する
こと、そして、意識を喚起して必要な知識を世界中で共有す
ることです。

Q  年間 3,000 億リットルの水を使用する企業から、300 リッ
トルしか使用しない企業まで、それぞれの企業がどのよ
うに自社の役割を果たしていけばよいのでしょうか ? 

どのような企業の場合でも、水管理戦略は、社内の水利用と
地域の水状況 ( 可用性、品質、他の利用者からの需要など ) 
に関する詳細な知識に基づいている必要があります。 また、
社内の水利用効率を最大化してコストを最小化すること、お
よび地域における持続的な水管理目標を達成することも、水
管理戦略の推進要因となります。

Q  優れた水管理施策を推進するために、民間企業は政
府機関や非営利団体とどのように関わっていくべきです
か ? 

まずは官民の協力体制を構築することが必要です。 現在、
可用性、品質、安全性はいずれも水に関する重要課題となっ
ています。 これらの問題は確かに複雑ですが、解決は可能
です。 問題解決のためにさまざまな種類の利害関係者によ
る関与が必要となるのは、まさにこの理由によります。 成
功に向けた大きな原動力となるのは、すべての利害関係者
の意志とコミットメントを組み込んだ統合アプローチ ( テクノ
ロジーを超えたアプローチ ) を用いて協力していこうとする、
官民双方の意欲なのです。 政府当局は、水系流域全体にわ
たって安価な水供給を保証する、実用的な統合政策を推進
しようとしなければなりません。社会は、既存の水供給設備
を維持して水道水を再利用したいという、意思を持たなけれ
ばなりません。そして民間企業は、問題解決につながるとともに
経済的にも採算の取れるテクノロジーを創出しようとしなければなり
ません。

グローバル・イノベーション・アウトルック・パートナーである The Dow Chemical Company は、 
46,000 人以上の従業員を擁する、年間売上高 540 億ドルの世界的大企業です。  

同社は工業工程で水を使用するとともに、水の配送・処理を行う製品も生産しています。 
 1995 年以降、The Dow Chemical Company は単位生産量あたりの 

排水量を 35 パーセント削減することに成功しました。 
 また、淡水取水量を年間 2,080 億リットル以上も削減しました。 The Dow Chemical Company の 

 Global Government Affairs and Public Policy Expertise 部門責任者である 
 Peter Paul van de Wijs 氏が、企業と水の関係についての質問に答えます。

Peter Paul van de Wijs 氏 (Global Government Affairs and Public Policy Expertise 部門責任者) 

The Dow Chemical Company

次のステップ
水には価格がないことが多い一方で、水の調達や処理には多大な費用がかかる場合があるということは、
多くの企業によって十分に認識されています。 しかし、他のあらゆる重要資源と同じく、水利用に関する
正確なデータを収集するビジネス・プロセスがすべて実現しない限り、コスト管理の効率が最大化され
ることはないでしょう。 自社の水利用と水廃棄を示した等式を分析し、それを正確に把握することが、企
業の競争力につながります。 そのためには、地域の水管理当局と協力し、資源保護とコスト削減を両立
させながら、水資源の保全と水利用の調和を図る必要があります。 

The Dow Chemical Company が削減に成功した
排水量 ( 単位生産量あたりの割合 ) 

35%



インフラストラクチャー
に関する緊急課題
次世代のための水管理

豊富に水が手に入る地域にいる場合であれ、水が
まったく足りない地域にいる場合であれ、水の供給
管理には重大な課題と多額のコストが伴います。



31

そしてそのコストの大半は、水関連インフラス
トラクチャーの構築と保守に直結しています。 

水管理分野の新たなビジネス・チャンスに特化した投資会社で
サンフランシスコに本社を置く The Artemis Project のプリンシパル、
Laura Shenkar 氏は、「私たちは、水の供給に際して 3 種類の脅威
に直面しています。 まず渇水と洪水、次に気候変動、そしてインフ
ラストラクチャー全体の機能停止です」と述べています。 

多額の費用を要し、保守が難しく、政策課題としても好まれな
いことから、インフラストラクチャーの問題は水関連の緊急課題とし
ては無視されがちです。 水関連インフラストラクチャーの構築と保
守には、電力関連インフラストラクチャーの 3 倍の費用がかかりま
す。 さらに、大部分が地下に設置されているため、一般の消費者
の目に触れることがありません。 しかし注意を怠ると、さらに多額
の損失を被る可能性があります。 一部の都市では、総水量の 15 ～ 
20 パーセントが漏水によって失われています。 発展途上国におい
ては、状況はさらに深刻です。

Instituto de Ingenieria, Universidad Nacional Autónoma de 
México ( メキシコ国立自治大学工学研究所 ) 所長の Adalberto 
Noyola 氏は、「中南米の都市では、配水網に入って来る水の 30 ～ 
35 パーセントが失われています」と語っています。 さらに Noyola 
氏は、都市の無秩序な拡大、インフラストラクチャーの老朽化、水
圧が高すぎる個所の存在、不正確な配管図などがこの損失を引き
起こしているとして、次のように述べています。 「この水は消費者に
届かず、水道会社にとって巨額の損害となっています。」 

水関連インフラストラクチャーの構築と修復は、混乱を伴う、面
倒で時間のかかる作業です。 しかし、この作業を欠かすことはでき
ません。 また、既存インフラストラクチャーの修繕や再構築だけで
なく、システムに情報機器や計測機器を組み込むことによる改良や
スマート化も、数多くのビジネス・チャンスを生み出します。
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1. 都市の装備
世界の都市は、好むと好まざるとにかかわらず、人気面でも人口面でも成長拡大していま
す。 1900 年には、世界人口のうち都市部で生活する人の割合はわずか 13 パーセント ( 約 
2.2 億人 ) にすぎませんでした。 しかし 2030 年までには、世界人口の実に 60 パーセント ( つ
まり 50 億人近く) が都市部に集中し、現状でも既に過負荷状態に陥っている水関連インフ
ラストラクチャーがますます酷使されるようになると予想されています。 

Singapore Economic Development Board ( シンガポール経済開発庁 ) のクリーンテッ
ク担当部長、Chee Kiong Goh 氏は、次のように語っています。「人々が都市に押し寄せる
のは、より好条件の職が見つかる見込みがあり、より魅力的な生活を送れると期待するか
らです。 都市が人口過密で住環境が汚染されていたとしても、多くの人はそんなことはまっ
たく気にせず、都市に流入してきます。 だから私たち行政側が都市化の問題に対する解
決策を提供するべきなのです。」

都市のインフラストラクチャー問題を解決する方法の中には、明らかにローテクに分類
される単純なものもあります。 都市部への人口流入に対応して改良する必要がある公益
事業設備は、水道だけではありません。そのため、電気、電話、ガス、水道事業の改良
を一斉に行ってインフラストラクチャー設備の更新コストを分担できれば、そのほうが合理
的です。 IBM Europe, Middle East and Africa の Larry Hirst 会長は、「1 つの公益事業でイ
ンフラストラクチャー更新のために道路を掘り返すなら、その機会を利用して、同じ地下
空間を共有するそれ以外のすべての公益事業もそれぞれのインフラストラクチャーを更新
すればよいでしょう」と述べています。 

何十億人にも達する将来の都市住民に水を供給していくには、このような常識に加え
て、テクノロジーも重要な役割を果たします。 現在、アジア、アフリカ、中東の全域にわたっ
て、いわゆる「グリーン都市」が次々に出現しつつあります。 環境に配慮したこの種の開
発は、その多くが水資源の乏しい地域で進められているため、きわめて先進的な水管理手
法が使用されています。 

これらのスマートな都市では、太陽光発電システム、風力タービン、エネルギー効率
の高い建物と並んで、集露装置、雨水利用システム、省エネ型脱塩装置、漏水配管検知
用電子センサーなどが利用されます。 都市内の垂直積層式高層農地での作物栽培にはグ
レイウォーター ( 家庭雑排水 ) が利用され、樹木や作物に使用されなかった水は回収・再
利用されます。 
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地域の視点 :  
リオデジャネイロ GIO Deep Dive 
セッション 
2008 年 11 月 11 日 
南緯 22 度 54 分 西経 43 度 11 分 
人口 : 7,145,472 人 
面積 : 1,260 km²

リオデジャネイロは淡水源に恵まれているものの、インフラストラ
クチャー面でさまざまな課題を抱えています。とりわけ、この臨海
都市の丘陵地に連なる「ファベーラ」と呼ばれるスラム街には、
そうした課題が顕著に現れています。 水道の不正使用、水道管
の水漏れ、下水処理などは、ブラジル全土の低所得者層コミュニ
ティーに共通する悩ましい問題です。 

この種の都市を建設する際には、さらなる開発を必要とする未完成のテクノロジーを取
り込んでいけるように、ある程度の柔軟性を持たせなければなりません。例えば、バイオ
燃料生産に向けて藻類栽培用の池を設ける場所を確保しておくことなどが考えられます。 
グリーン都市には居住用のスペースと実験用のスペースが混在していますが、 ここで導入
されたテクノロジーや得られた教訓は、世界中のさまざまな先進都市や開発途上都市に
大きな恩恵をもたらすことでしょう。 
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都市部は、人口の増加とインフラストラクチャーの老朽化と
いう 2 つの問題に同時に対処しなければなりません。 ここ
では、都市における水の調達、配送、処理に使用される技
法やテクノロジーを例示しています。 

都市のスマート化、水のスマート化

3

2
太陽エネルギーと風力エネルギー 

海水淡水化や下水処理には多大な 
エネルギーが必要となることから、 

再生可能なエネルギーは水管理において 
重要な役割を担っています。 

露からの集水 
乾燥地域では、復水装置と集露装置が淡水の
追加供給に大きく貢献する可能性があります。 

雨水の利用 
豪雨時の流去水を個人または自治体のレベル
で回収できます。 雨水は、適宜処理して工業
用 / 家庭用として利用することも、枯渇した地
下水源を再び満たす目的で使用することも可
能です。 

1
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6

4

7

5
脱塩
都市全体に水を供給するには依然として多大
なエネルギーが必要ですが、海水の脱塩に
よって得られる淡水は、今後も海岸地域にお
ける重要な水源であり続けるでしょう。 

パイプ・センサー 
GPS 機能を搭載した音響式センサーは、 
ごく少量の漏水が発生している箇所をも 
特定できるため、損傷が拡大して大量の 

水が失われることがなくなります。 

都市農業 
家庭雑排水、水耕栽培技術、垂直積層式高層農
地などを利用すれば、大量な水や土地を使用する
ことなく、都市部でたくさんの作物を育てることが
可能です。 

スマートな計測機器 
リアルタイムの水利用状況を ( 個人レベル 

まできめ細かく) 監視することによって、 
市が水の使用パターンを正確に把握して、 

水保全に関する認識を市民に定着させられる
ようになります。 
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2. 検知と対応
エンジニアは、世界中に設置されている水道管の多くが破損しているということを認識して
います。 わからないのは、実際に破損しているのがどの水道管かということだけです。 

「自治体では通常、耐用年数、土壌の種類、敷設の履歴、発生事象の統計などに基づ
いて、交換を必要とする水道管の本数を見積もります。 しかし、水道管の実際の状態は
ほとんどわからないのです」と語るのは、チューリッヒに本社を置く Emerald Technology 
Ventures のテクノロジー・スペシャリスト、Helge Daebel 氏です。 Emerald 社では最近、
電磁式 / 音響式のパイプ検査を手がけている The Pressure Pipe Inspection Company Ltd. 
に投資し、耐用年数に達した水道管のうちで実際に交換が必要なものはわずか 4 パーセ
ントにすぎないという事実を把握しました。 それ以外の管は、数年後に修理するか、再検
査するだけで事足りるのです。 「より優れた支出計画を策定できるよう意思決定者が支援
することは非常に重要です」と、Daebel 氏は言っています。

漏水検知と自動修復により、老朽化した水関連インフラストラクチャーの設備更新コス
トは大幅に削減されます。 以前は、水が水道管から街路にまで噴き出して初めて、漏水
や損傷の個所が特定されるという状況でした。 しかし、石油・ガス業界で長年使用されて
きたテクノロジーを大規模に流用し、漏水検知と自動修復を行うことによって、漏水個所
の検出・修繕がよりスマートかつ効率的に行われるようになりました。 

ボストン市では、各種の高性能音響式センサーを使用して早い段階で漏水を検知する
ことによって、1 日あたり 1,130 万リットル以上の水を節減することに成功しました。 そこ
では、アスファルトの路面に押し当てて水漏れ音を拾う聴診器に似た装置や、給水本管内
を水とともに長い区間流れながら 1 時間あたり 1 リットル程度というごく少量の漏水をも検
知する超小型センサーなど、さまざまなテクノロジーが駆使されています。 これらのセン
サーは、漏水個所を正確に特定できるだけでなく、配管図を最新の状態の維持するうえで
も役立ちます。 

漏水の規模が大きい場合には掘削工事が必要になりますが、比較的少量の漏水につ
いては、新しい修復テクノロジーを利用できる可能性があります。 総延長 64,000km 以上
にも及ぶ給水 / 下水本管を管理している英国の民間水道会社、Yorkshire Water では現在、
血管の傷口を塞ぐ血小板と似た働きをする新規テクノロジーをテスト中です。 このテクノ
ロジーは、漏水個所が直径 50mm 以下であれば水道管内に注入された材料がその周辺に
集積して穴を塞ぐというものです。 

世界の水道管の総延長は数百万キロに達しますが、その多くは 100 年以上前に敷設さ
れています。 しかし、新規テクノロジーを取り入れた綿密な計画を立てれば、水関連イン
フラストラクチャーの保守・修復作業は飛躍的に進歩するでしょう。 
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3. 洪水対策
水関連インフラストラクチャー・プロジェクトの多くは、より多くの水を住民や企業に供給
しようとするものですが、中には正反対のものもあります。 専門家の試算によると、世界
人口の半分にあたる約 30 億人が、河川の氾濫や高潮の被害を受けやすい海岸地域やそ
の周辺の低地都市で生活しています。 さらに、地球温暖化や海面上昇の影響で、そうし
た地域の伝統的な水害防止策は急速に有効性を失いつつあります。 

おそらく、世界で最も水害が多い地域はオランダでしょう。 オランダの人口は約 1,600 
万人ですが、その 60 パーセント近くが海抜 0 メートル以下の低地に住んでいます。 国土
の大半は、3 本の大河 ( ライン、マース、スヘルデ ) の河口に広がるデルタ地帯を干拓し
た土地です。 オランダ人は 2,000 年にわたって、過剰な水を管理する専門技術を開発・
改良し、その技術を海外に輸出してきました。 

オランダでは最近、国土全体を「洪水対策」するための大規模な取り組みに着手しま
した。 2007 年、オランダ国会はインフラストラクチャー整備に関する 100 カ年計画を承認
しました。この計画では、海岸線の拡張や堤防の補強、そして従来より大規模な防潮設備
の建設 ( ロッテルダム港を守る巨大なマエスラント可動堰など ) に、年間 15 億ドルの予算
が計上されています。 さらに高潮による海面上昇に合わせて上下する巨大な浮島型コミュ
ニティー ( 住宅、農場、工場などを収めたもの ) を建設することや、一部の防潮堤を削っ
たり撤去したりすることによって広大な干拓地を海に戻すことも、オランダ政府は検討して
います。 

オランダでは既に、他国の低地都市に水害防止策についてのアドバイスを提供する、
世界規模の輸出産業を構築しつつあります。 海面上昇と予測不能な気象パターンの発生
が続く限り、この種のサービスの必要性は今後も増大する一方でしょう。 

マエスラント可動堰 
マエスラント可動堰は、
港湾都市ロッテルダム
を高潮から守る、世界
最大規模の可動建築物
です。
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南アフリカ共和国の北東部海岸に位置するダーバンは人口 350 万人の大都市
で、住民の社会経済的地位は、きわめて裕福な階層から極端な貧困層に至る
まで広範囲にわたっています。 同市ではこれまで、全住民に対する基本的水
道サービスの無料提供が市当局によって保証されてきました。

University of KwaZulu-Natal Howard College Campus ( クワズール・ナター
ル大学ハワード・カレッジ・キャンパス ) の汚染研究グループ主任研究員であ
る Chris Buckley 氏は、次のように語っています。「この土地では、先進国と開
発途上国の状況が混在しています。 しかし、水道と下水に関する深刻な問題
のいくつかを作り出しているのは、以前は水道サービスの対象外だった地域
の住民と、農村部から都市部に流れてきて勝手に住み着いた住民とを合わせ
た、膨大な数の人々なのです。」 

こうした問題を解決するために、ダーバン市では、 
開発途上国の水道・下水インフラストラクチャーに
大変革をもたらす可能性がある、将来を見越した複
数の対策を策定しました。 現在、市内の全世帯に対
して、無料の基本的水道サービスとして 1 日あたり 
300 リットルの水が割り当てられています。 市内の一
部地域では、水道管、水道メーター、タンク ( 低水
圧稼働設計の自動バルブを装備したもの ) などで構
成される給水システムを通して、夜間に給水が行わ
れます。

Buckley 氏は「市当局は水を配送するための基準
を必要としていました」と述べています。 従来、都
市部の水道管は、水圧と水量が消火活動に耐えうる
ものであるという点を考慮した設計になっています。 
しかし、水圧が大きくなるほど流量は増加します。 
逆に言うと、配管系の水圧を下げれば、損傷部から
の漏水量が減少します。 穴が広がることもなくなりま
す。 Buckley 氏によれば、対象となった住宅地区で
水圧を下げたところ、「漏水量の減少に伴って、イン
フラストラクチャーの維持費も軽減されました」との

  事例研究 : 
ダーバン ( 南アフリカ共和国 )
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ことです。 
 これらの地域における下水の問題に対処するため、

ダーバン市では 60,000 個以上のし尿分離型便器を設置
しました。 この便器は、尿と便を 2 つの処理層に分離
して溜める仕組みになっています。 尿は水で流す必要
はなく、いったん溜めておいてから、市内で栽培されて
いる農作物の肥料として利用できます (尿は無菌であり、
リンと窒素を豊富に含んでいます )。 市当局はさらに、
約 60,000 カ所に VIP (Ventilation Improved Pit: 換気改

良型便槽 ) トイレを設置しています。これは、回収作業
が必要となるまで便を最長 5 年間溜めておくことができ
る設備です。 便については、市内の農林業用肥料とし
ての評価が行われているところです。

Buckley 氏は、次のように語っています。「この都市
が既にすべての答えを手に入れたなどと偉そうなことを
言うつもりはありません。 しかしこの都市は、基本的な
衛生設備を整備し、し尿の中の養分を再利用するととも
に、水道・下水設備の提供を財政負担ではなくビジネス・
チャンスに変えようと試みているのです」 

次のステップ
古いインフラストラクチャーを更新する場合であっても、新たなインフラストラクチャーを構築する場合で
あっても、注意の行き届いた計画を策定して他の事業との調整を図ることは、第一歩として欠かせません。 
既存の水道システムの監視、配管図作成、計測などをより効率的に実施し、意思決定と優先順位設定の
ための必要情報を提供することは、自治体の義務です。 さらに、水関連インフラストラクチャーの更新は、
他の公益事業施設の更新や道路建設、排水・下水施設の整備など、各種のインフラストラクチャー整備
プロジェクトと連携して進める必要があります。

ダーバン市の各世帯には、1 日あたり 

リットルの水が無料の基本的水道サービスとして割
り当てられています 

300

ものし尿分離型便器が設置されました

60,000
ダーバン市の全域には



食糧、 
エネルギー、 
そして水
地球全体の微妙なバランスを把握する

全世界の巨大かつ複雑な水系を理解し管理していく
ことは、かなりの難題になる可能性があります。 そ
こで、この課題の中でも比較的小さな、管理しやす
い部分を切り取って、 戦術的・地域的に取り組んで
いこうという傾向が出てきています。 
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水の問題は確かに地域レベルで対処すべ
きものですが、GIO の参加者が強く主張
したのは、この課題の対象範囲を広げ、
水の影響を受ける他の多くの重要システ
ムも対象に含めるべきだということでし
た。 

Royal Dutch Shell の環境維持開発部門責任者、 Joppe 
Cramwinckel 氏は、次のように語っています。「私たちは、
より戦略的・統合的な方法で水、エネルギー、農業などの
システムに取り組んでいかなければなりません。 そのため
には、より幅広い観点からの検討が必要なのです。」 

「統合資源管理」と呼ばれるこの幅広い観点では、地球
上の食糧、エネルギー、水、さらには気候までも管理する、
真のグローバル・アプローチが求められます。 これらのシ
ステムの 1 つに対して局地的な変更を加えると、その影響
は地球の「連鎖」全体に及ぶでしょう。 例えば、海水の脱
塩処理によって淡水を製造することは可能ですが、その処理
に伴う大量のエネルギー消費は気候に悪影響を及ぼします。 
バイオ燃料からエネルギーを生み出すことも可能ですが、そ
の結果、世界の食糧供給にひずみが生じ、大量の水が必要
となります ( 次ページの図参照 )。

シンガポール国立大学環境研究所 (NUS Environmental 
Research Institute: NERI) の Mike Saunders 所長は、「これら
のシステムは、それぞれ独立したものではないにもかかわ
らず、これまで統合的に見られることがありませんでした。 
すべての点を線で結び、包括的な方法によってこれらの問
題点を処理していくことが求められているのです」と述べて
います。 
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エネルギーを生成す
るには水が必要

食糧を生産するには
エネルギーが必要

食糧

食糧はバーチャル
に水を運ぶ

食用動植物を育て
るには水が必要

食糧はエネルギー生成目的
で利用することが可能

水の浄化と輸送には
エネルギーが必要

エネルギー

水

微妙なバランス
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1. 限られた水で、より多くの収穫を
人間が利用できる全世界の淡水資源のうち、80 パーセント近くは作物栽培目的で利用さ
れています。 通常、農業従事者には公共水道を最優先で利用する権利が与えられており、
水道料金に対する補助金が政府から支給されています。 しかしその一方で、無駄もまん延
しています。 WWF の試算によれば、全世界の農業で使用されている年間 2,500 兆リット
ルの水のうち、60 パーセント近くは無駄になっています。

 水管理分野の新たなビジネス・チャンスに特化した投資会社でサンフランシスコに本
社を置く The Artemis Project のプリンシパル、Laura Shenkar 氏は、次のように語ってい
ます。「世界中のすべての文化に共通しているのは、私たちが農業従事者を特別に思って
いるということです。 そのため今までは、新規テクノロジーの導入や環境保全機能の実装、
さらには耕地面積と水量の最適化による効率的なカロリー生産などについて、農業従事者
が強制されることはありませんでした。」 

現在では、農業従事者によるこうした無駄を減らすためのテクノロジーや技法が豊富
に存在します (48 ページの「事例研究 : イスラエルの農業」を参照してください )。 とはいえ、
農業従事者が実践できる最も基本的かつ効果的な方策を 1 つ挙げるとすれば、それは気
候に合った作物を育てるということでしょう。 すべての作物には、順調に生育していくため
の理想的な気温、土壌、日光、水の組み合わせがあります。 しかし、実際にどの土地で
何を栽培するかは、必ずしもそれらの基準によって決定されるとは限りません。 

約 30 年前、サウジアラビアでは、国内の農業経営者による小麦栽培を奨励するために、
収穫した小麦を政府が 1 トンあたり 1,000 ドル近い価格 ( 当時の国際価格の約 3 倍 ) で買
い取ることを保証するという制度を開始しました。 小麦は生育に大量の水を要する代表的
な「水消費作物」であり、生産高 1kg につき約 1,300 リットルの水が必要となります。 き
わめて高温で乾燥しているというアラビア半島の厳しい気候にもかかわらず、この制度は
成功し、国全体の需要を賄うどころか余剰分を輸出に回せるほどに大量の小麦が生産され
るようになりました。 
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ところが 2008 年初頭、地下水の供給量が減少している状況を受けて、サウジアラビア
政府は小麦栽培に対する助成金の減額に踏み切り、2016 年までに国内の小麦生産を全面
的に中止するという方針を発表するに至りました。 つまり最終的に、サウジアラビアは国
内で消費する小麦および小麦製品を 100 パーセント輸入することになります。 しかし当然
ながら、そのためには食物を海外から輸送しなければならず、それ自体がエネルギー面
に影響を及ぼします。 今後数年間、各国の政府や農業従事者はこれと同様の難しい得失
評価を伴う決断を多数迫られることでしょう。この事例はその最初のケースにすぎません。 
そして、食糧 / エネルギー / 水システムに対する影響を綿密に調査したモデルなしにこの
種の決定を下すことは、避ける必要があります。

WWF の研究員である Jamie Pittock 氏は、次のように語っています。「世界の乾燥地
帯は、大量の水を必要とする作物、例えばサトウキビや綿花などに水を使用している水を、 
より経済価値の高い作物の生産用に回す必要があります。 したがって各国では、単位水
量あたりの実際の収穫高を考慮しなければなりません。」

2. 海の水源
世界人口の急激な増加に伴い、食糧、エネルギー、淡水はますます欠乏しています。 こ
れらの資源のそれぞれを従来よりも効率的に生産・管理できることは明らかですが、新た
な供給源を見つけ出さなければならないということも、同様に明白です。 そして、実は多
くの問題に対する答えは私たちの周囲に存在します。 

Bermuda Institute of Ocean Sciences ( バミューダ海洋研究所 ) の所長兼主任研究員で
ある Tony Knap 博士は次のように語っています。「海には膨大な数のビジネス・チャンス
があります。 波力発電から、医薬品やバイオ燃料の材料として利用可能な新種の生物に
至るまで、 すべてがそこに存在するのです。」 

今まさに、すべての問題に対する答えとして、海に注目が集まっています。 海の波力
や潮力からは既にエネルギーが生み出されており、海水脱塩による淡水製造は広く普及し
ています。水産養殖の分野も急速に発展しています。 しかし、これらを追求するための慎
重で統合的なアプローチがない限り、海がどれほど豊富な巨大資源であったとしても、海
の質が悪化してしまう可能性があります。 
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National Geographic Society ( ナショナルジオグラフィック協会 ) の研究員である Enric 
Sala 氏は、次のように述べています。「人間が自分たちの生活に必要なものだけを海から
取りだし、必要のないものをすべて海に投棄していたら、清浄な水と大型生物で構成され
るこの生態系は、たちまち微生物とクラゲだけが生息するドロドロの液体に変わってしまう
でしょう。これは大きな問題です。 くれぐれも、海水の本来の性質を変化させないように
注意しなければなりません。」 

一部の地域では、既にそのような現象が発生しています。 これまで長い年月にわたって、
大気中の二酸化炭素は自然の作用で海洋に吸収されてきました。 しかし、数十年来の二
酸化炭素排出量増大によって海水の pH レベルが下がった結果、「海洋酸性化」と呼ばれ
る現象が起きています。 また、海水脱塩による淡水製造が海岸地域に普及し、淡水を取
り出した後の残りの水がそのまま海に戻されるようになると、その近辺の海域の塩分濃度
が大幅に上昇する可能性があります。 こうした傾向は、海域の海洋生物に影響を及ぼし、
漁業を阻害するとともに、有害微生物の異常繁殖を招きかねません。 

そのため Sala 氏は、海洋を対象とする将来の技術革新やビジネスにおいてバイオミミッ
クリー ( 生物模倣 ) を実践することを提案しています。すなわち、自然が既に作り上げてい
る例に倣うということです。 Sala 氏は次のように言っています。「生態系には市場と似たと
ころがあります。 生態系は相互に干渉する多くのパーツ、すなわち種や生物個体などから
構成されており、それらが限られた資源を手に入れようと競争を繰り広げています。 そして、
そうした生態系が数億年という年月をかけて進化し、地球上で最も効率的な市場を形成し
てきたのです。 自然の生態系には無駄がまったくないため、人間はそこから学ぶ必要があ
ります。

その一例として Sala 氏が挙げているのが水濾過テクノロジーです。これは、カキなど
の貝類が進化の過程で完成させてきたものと同様の技術を工業用超純水の製造に応用す
るというものです。 「最高の設計図は既に自然界に存在しているのです」と Sala 氏は言っ
ています。

「海には膨大な数のビジネス・チャンスがあります波力発電から、 
医薬品やバイオ燃料の材料として利用可能な新種の生物に至るまで、 

すべてがそこに存在するのです。」

Tony Knap 博士 

所長兼主任研究員 
Bermuda Institute of Ocean Sciences ( バミューダ海洋研究所 )
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3. 全地球規模で考え、地域で活動する
現在世界に存在する基本的な資源や生産物はすべて、トラック輸送、海上輸送、パイプラ
イン輸送、航空輸送などによって、それを必要とするあらゆる土地へ運ぶことが可能です。 
石油は、何千キロものパイプラインを通って市場に届けられます。 食糧は、品質を損なう
ことなく地球の裏側まで輸送されます。 さらに、インターネットの活用により、小売業やサー
ビス業までもがグローバル化しています。 

しかし、水は例外です。 水はこれまで一貫して過小評価されてきたうえ、輸送費用が
かさむため、その誤った使用方法が世界的な影響を及ぼすにもかかわらず、いまだにそ
れぞれの地域に限定して使用されている数少ない資源の 1 つとなっています。 水には世
界市場が存在せず、国際的な取引はほとんど行われていません。 ブリストル大学で水文
学と水管理学を研究している Ian Cluckie 教授は、「水で問題となるのは、量、質、スペー
ス、時間です。 水に関する大問題に見舞われるかどうかは、住んでいる土地に全面的に
依存しているのです」と述べています。 

好むと好まざるとにかかわらず、これが各地域における水の現実です。 この理由から、
多くの GIO 参加者が各地域における既存の水管理活動をよりグローバルに連携させること
の必要性について言及しています。 例えば、水に関する状況が互いに似通った ( つまり、
都市、海岸、乾燥地、農村、河川流域、亜熱帯性気候などの共通点を有する ) 地域間で
ベスト・プラクティスを共有できるような枠組みがあれば、各地域の水管理活動のプラス
効果を組み合わせてグローバルに好影響を及ぼすことが可能になります。 

同じ水源を共有している近隣国間では、ベスト・プラクティスを共有するだけでなく、
水資源を保護して公正に分配していくための統轄体制を構築しなければなりません。 ナイ
ル川流域の諸問題について参加 9 カ国 ( エジプト、スーダン、エチオピア、ウガンダ、ケニア、
タンザニア、ブルンジ、ルワンダ、コンゴ民主共和国 ) 間で継続的に協議してきたフォー
ラム、The Nile Basin Initiative ( ナイル川流域イニシアチブ ) は、こうした統括体制の初期
の成功事例です。 この事例では、ナイル川流域全体の水利用構想、電力取引の合意、技
術訓練や農業実践計画などが政府高官レベルの交渉を通じて生み出され、ナイル川流域
で水関連の紛争が発生する危険性が大幅に低下しました。 

Woodrow Wilson International Center for Scholars ( ウッドロー・ウィルソン国際学術
センター ) で Environmental Change and Security Program ( 環境の変化と安全保障プロ
グラム ) のディレクターを務める Geoffrey Dabelko 氏は、次のように語っています。「こう
いった国境を越えた取り組みは地域開発の観点に立脚したもので、安全保障が崩れた場合
でもそのマイナス面を回避できるように設計されています。 しかしそのためには、水に関
する各国のニーズと利用状況をまず査定してから、政治的な国境を取り去って、『では、こ
の川の流域諸国が利益を共有するにはどうすべきか』と問いかける必要があります。」 
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アラビア半島の砂漠地帯に位置するドバイは、年間降水量 
150mm 未満ですが、国民の水使用量の多さは世界有数で、毎
日 1 人あたり約 550 リットルの水を使用しています。 そのため、
ドバイの水道水は、多大なエネルギーを必要とするペルシア湾
海水淡水化プラントに大きく依存しています。 

地域の視点 :  
ドバイ GIO Deep Dive  
セッション 
2008 年 10 月 21 日 
北緯 25 度 15 分 東経 55 度 18 分 
人口 : 2,262,000 人 
面積 : 4,114 km²

「水で問題となるのは、量、質、スペース、時間です。 
水に関する大問題に見舞われるかどうかは、 

住んでいる土地に全面的に依存しているのです。」

Ian Cluckie 氏 
水文学 / 水管理学教授 

ブリストル大学

石油と水 
地球規模の水管理がいかに
微妙なものなのかをよく理解
していない人は、往々にし
て、石油の調達 / 配送 / 取
引のやり方を世界の水不足
状況にそのまま当てはめよう
とします。 しかし水と石油は、
それ自体貴重な資源であるこ
とは同じですが、いくつか重
要な点で異なっています。 

石油は商品 

水と異なり、石油には、交易と取引
のための国際市場が ( やや不安定な
がらも ) 既に存在します。 石油価格
は常に変動していますが、石油は商
取引を生み出すため、調達・配送用
インフラストラクチャーの構築コスト
は正当化されます。 水にはそのよう
な恵まれた状況はなく、多くの人は
依然として、水はすべての人に無料
で提供されるべき基本的人権である
と信じています。

石油は有限の資源 

水循環は、自然の作用による水処理
です。 使用された水は、この作用に
よってすぐに元のシステムに戻されま
す。 一方、石油にはそのような循環
の仕組みは存在しません。 燃料や機
械油として、あるいはプラスチック、
塗料、合成ゴムなどの原材料として
使用された石油は、事実上永遠に失
われてしまいます。 そして、化石燃
料の追加生成に必要となる適切な条
件と十分なバイオマスが整うまでに
は、何億年もの時間が必要です。 

水は石油よりもはるかに潤沢 
正確な値の算出はご存じのように
困難ですが、原油の総埋蔵量は約 
221,000 兆リットルと見積もられてい
ます。 それと比較して、水は地球上
に 1.3 兆立方キロメートル存在する
と推定されています (1 立方キロメー
トルあたり 1 兆リットルの水が含まれ
ます )。 地球上の水の総量は石油の
総量の 58 億倍に上りますが、現時
点で淡水の状態になっている水の割
合はそのうちわずか 1 パーセントに
すぎません。
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イスラエルの農業経営者は、より少ない水でより多くの作物を生産することが
できる技術を追求しています。 1964 年に国家事業 (National Water Carrier of 
Israel) によって全国的な水供給統制が開始されて以降、イスラエルの人口は 
3 倍の約 700 万人まで増えましたが、イスラエルの農業は全国民に問題なく
食糧を供給してきました。 その期間中、農業用水としての水の消費量は 3 パー
セントしか増えていないのに対し、食糧の生産量は 9 倍以上に伸びています。

  事例研究 : 
イスラエルの農業

水量が乏しく、均一な水供給が行われないことか
ら、イスラエルの乾燥した気候条件での作物栽培に
は常に困難が伴っていました。 それにもかかわらず、
農業経営者は数々の驚異的な水保全テクノロジーを
利用して実績を上げてきました。 植物の根元近くの
土にのみ水を供給する「点滴かんがい」と呼ばれる
水やり技法は、1959 年にイスラエルで開発されたも
のです。 この技法を導入して以来、イスラエルの農
業経営者は、温度、日射量、湿度、土 / 水の配分な
どに関するデータを相互に関連付けることによって、
プロセスの改良と自動化を進めてきました。現在で
は、水の供給場所だけでなく、植物の蒸散要件を満
たすための水供給のタイミングと水量も制御できるよ
うになっています。 

Ben-Gurion University of the Negev ( ネゲヴ・ベ
ン＝グリオン大学 ) Zuckerberg Institute for Water 
Research ( ザッカーバーグ水問題研究所 ) の Eilon 
Adar 所長は、「土に水を供給することではなく、植
物に水を供給することが必要なのです」と語っていま
す。 Adar 氏の説明によると、すべてのデータ・ストリー
ムを測定すれば、植物の光合成が行われる可能性が
最も高い時間帯を農学者が把握できます。植物の根
から水が最も急速に吸収されるのは、まさにその時
間帯なのです。 「以前は、水やりに最適な時間帯は
夜間であると考えられていました。 しかし、地下の
点滴かんがいならば、地面からの水の蒸発を心配す
る必要がないため、光合成の行われる時間帯、つま
り昼間に水をやることが可能です。」 
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イスラエルの農業経営者は「滴下施肥法」による作
物栽培も実践しています。これは、点滴かんがいシス
テムで供給される水に栄養分を混合することによって、
肥料を最も必要とされる場所に届けるというものです。 
このプロセスのおかげで、一部の作物については、根
の深さを従来より浅い場所にとどめることが可能になり
ました。十分な養分を吸収するために広範囲に根を張
る必要がなくなったからです。 その結果、植物の下に
ポリエチレン製のスリーブを差し渡し、根から吸収され
ずに土壌を通って出てきた汽水性 ( 半塩水性 ) の水をそ
のスリーブで集めることができるようになりました。  

3%
イスラエルでは 1964 年以降、農業用水の消費量は

しか増加していません

このようにして集められた水は、アスパラガスのような
耐塩性作物への水供給に流用できます。 

Adar 氏は、イスラエルの農業で発達してきた先進
的テクノロジーは同国における水に関する高等教育と
適正な水評価の賜物であるとして、次のように語ってい
ます。 「イスラエルには無料で手に入る水は存在せず、
誰もが料金を支払わなければなりません。 水を商品と
見なして価値を設定する場合、これは当然のことです。」 

次のステップ
食糧、エネルギー、水の間の相互関係については、学ぶべきことがまだ多くあります。 1 つのシステム
に対して何らかの変更を加えると、その影響は他のシステムにも及びます。 したがって、システム・レ
ベルの完全な観点に到達するためには、各分野のデータ収集と分析を共有し、体系化することが不可欠
です。 データが統合されれば、各システムの変化による全体的な影響 ( 短期的、長期的 ) を評価する、
予測モデルを構築できるようになります。 

現在のイスラエルでは、1964 年当時の

 
の食糧が生産されています 
9 倍



知ってこその現実
水に対するグローバルな認識の構築

グローバル・イノベーション・アウトルックにおける
ブレーンストーミング・プロセスの一環として、参
加者に 「水関連の新規事業に 100 億ドルを投資 
できるとしたら、何に使用しますか」という仮定の
質問を投げかけてみました。 
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それに対する回答は多岐にわたっていました。 
漏水個所を修理したいと答える人もいれば、 再
生可能エネルギーに投資したいと答える人も
いました。 農業技術の刷新を望む人もいまし
た。 しかしその中に、何度も繰り返し出てくる
共通の回答が 1 つありました。

例えば、Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI) の 
Global Water Resource Industry ( 世界水資源産業 ) 部門のマネー
ジャーである Lori Armstrong 氏は、次のように言っています。「私
なら、大規模な広報活動に投資するでしょう。 水には認知度の問
題があります。 一般の人々は、水は安価で豊富なものだと考えてい
るのです。 だから、気候変動について書かれた文献でも引用した
いですね。 必要なのは、広報を強化し、クールな最新の問題とし
て水を認識してもらうことなのです。」

気候変動やテロ、経済危機など、 世界的な検討課題を多数抱え
る一般の人々に対して、さらに別の課題について考える時間を見つ
けるよう求めるのは、なかなか困難です。 しかし、理解しやすい情
報に裏付けられた一貫したメッセージを提供すれば、問題の存在
が認知され、切迫感が増し、人々の行動が変化するはずです。 

National Geographic Society ( ナショナルジオグラフィック協会 ) 
の Corporate Partnerships, Mission Programs ( 企業提携ミッション・
プログラム ) 担当バイス・プレジデントである Kristin Rechberger 氏
は、次のように語っています。「蛇口をひねるだけできれいな水を
使える恵まれた人にとって、水危機の兆候はさほど明確ではなく、
自らの行動を変えるまでには至っていません。 しかし、危機の兆候
が万人に明らかになるまで待っていたのでは、手遅れになってしま
います。 だからこそ私たちは、経済上、社会上、人道上、国家安
全保障上の指標を含めた認識を、今築き始める必要があるのです。」
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1. バーチャル・ウォーター
人間が消費するものは、ほぼ例外なく、生産するためにある程度の水を必要とします。  
しかし、リンゴ 1 個、自動車 1 台、ジーンズ 1 本を生産するためにどれだけの水が 
使用されるのかについて考えを巡らせる消費者は、ほとんどいません。 

カリフォルニア州に本社を置くベンチャー・キャピタル会社 Foundation Capital のプリ
ンシパル、Steve Vassallo 氏は、次のように述べています。「エネルギー分野の関係者は、
製品ライフ・サイクル全体にわたってエネルギー量を具体的数値に換算していますが、私
はこの方法を借用できると考えています。 この考え方を応用して、さまざまな生産物を具
体的な水の量に置き換えればよいのです。 なぜなら、生産物の売買とは、本質的に世界
中で水をやり取りしていることだからです。」 

ここで Vassallo 氏が言及しているのは「バーチャル・ウォーター」と呼ばれる概念です。 
バーチャル・ウォーターとは、各商品を生産するためにどれだけの量の水が必要となるの
かを示した、いわば基本的な測定基準であり、通常は商取引に関連して使用されます。  
例えば、小麦 1 kg は 水 1,300 リットルに相当し、牛肉 1 kg は水 15,500 リットルに相当し
ます。 また、紙 1 枚は水 10 リットルに相当し、ジーンズ 1 本は水 10,000 リットル超に相
当します ( 次ページの図を参照してください )。

この換算では、かんがい用から工業工程用や排水に至るまで、生産ライフ・サイクル
で使用されるすべての水が考慮されます。 生産物の輸出入に際して、政府機関や企業は、
貿易政策上の意思決定を支援する基準値としてこのバーチャル・ウォーターを利用するこ
とができます。 

バーチャル・ウォーターは、生産物を具体的な水の量に換算して把握するには役立ち
ますが、けっして完璧なものではありません。 例えば、バーチャル・ウォーターの換算では、
使用された水の水源や、その水を別の用途に使用できた可能性については考慮されませ
ん。 具体的に言えば、同じ小麦を育てるにしても、乾燥地域でかんがいするよりは降雨量
の豊富な平原で育てるほうが安全確実ですが、そのことは数値には表れません。 

それでもバーチャル・ウォーターは、公共政策の告知に役立つ重要な新規データ・ポ
イントです。 バーチャル・ウォーターの利用が広がり、消費者向けのラベルにまでその換
算値が表示されるようになれば、消費者の意識が大幅に向上し、購買行動を変えられるか
もしれません。 

家庭での使用量 
(1 人 1 日あたり )
カナダ 778

米国 616

オーストラリア 605

韓国 552

イタリア 483

日本 373

スペイン 342

ポルトガル 308

メキシコ 300

トルコ 238

フランス 232

チェコ共和国 213

ドイツ 151

ポーランド 149

インド 139

英国 139

デンマーク 114

中国 95
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16,600 リットル
1 kg の牛肉 

1 枚の紙 

1 本のジーンズ

15,500 リットル

10 リットル

10,855 リットル

1 ドル相当の 工業製品

1 kg の小麦

1 枚の食パン

1 杯のワイン 

1 kg の皮革

1 kg の豚肉

1 ポンド ( 約 450 g) のプラスチック

1 個のリンゴ

1 杯のコーヒー

80 リットル

1,300 リットル

40 リットル

120 リットル91 リットル

70 リットル

4,800 リットル

140 リットル

生産に要する水の量
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島を国土とする都市国家で、天然の水源を持っていないにもかか
わらず、シンガポールは「水のハブ」として知られています。 今
もなお、使用する水の 50 パーセント近くを隣国マレーシアからの
輸入に頼っているとはいえ、雨水集水、海水淡水化、水リサイク
ルなどを組み合わせることによって 
国内のニーズに対応しています。 

地域の視点 :  
シンガポール GIO Deep Dive 
セッション 
2008 年 10 月 16 日 
北緯 1 度 22 分 東経 103 度 48 分 
人口 : 4,839,400 人 
面積 : 707.1 km²

2. ウォーター・フットプリント
バーチャル・ウォーターの概念と密接にリンクしているものとして、「ウォーター・フットプリント」
という手法があります。 生まれたばかりのこの手法は、国や企業、あるいは個人が水に及ぼす
全体的な影響を判別するための方法論であり、責任ある水利用を促進できる可能性を秘めてい
ます。 

ウォーター・フットプリントは、オランダの University of Twente (トゥエンテ大学 ) 教授とし
て水管理の学際的研究を進めている Arjen Hoekstra 博士が 2002 年に開発した手法であり、個
人、国、企業によって使用される水の総量を計算するというものです。 具体的には、直接的お
よび間接的に消費 ( あるいは汚染 ) した水の量を単位時間あたりで見積もることによって算定さ
れます。 フットプリントの計算には、ブルー・ウォーター ( 淡水 )、グリーン・ウォーター ( 蒸発
した水 )、およびグレイ・ウォーター ( 汚染された水 ) が組み込まれます。 

このアイデアの支持者は、フットプリントを運用ウォーター・フットプリント ( 生産・製造段階
で消費される水 ) とサプライ・チェーン・ウォーター・フットプリント ( 完成品の廃棄が水に及ぼ
す影響や完成品に起因する汚染が水に及ぼす影響などを含む ) に区分する方法を推奨していま
す。 また、ウォーター・フットプリントは包括的な計算手法であり、計測やリアルタイム監視な
どによって企業の消費量と排出量をきめ細かく測定する必要があります。 

一部の GIO 参加者からは、ウォーター・フットプリントは企業の水利用状況を報告するため
の有用なツールになるのではないかという期待感が聞かれました。 しかし、今のところ合意され
た測定基準は存在せず、サプライ・チェーンの遠隔部分を監視することはほぼ不可能です。 し
たがって、正確で正当な測定基準を求めることこそが企業の水利用状況を報告する際の最重要
要素となります。 そのような測定基準がなければ、ウォーター・フットプリントは単なる推算になっ
てしまいます。 
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Q 水が社会的な緊急課題であるという意識を世界的に喚
起するにあたり、最大の課題となるのはどのような点で 

        すか ? 
世界的な意識を喚起するにあたって主な課題となるのは、
見方によっては水は全地球規模の 問題とはいえないという
点です。 水の問題には、相互依存関係にある複数の問題が
絡み、局所的、地域的な課題が折り重なっています。 水の
問題は地球規模で広がっているということを人々が理解しな
い限り、こうした無数の課題に対処していくことはかなり困難
でしょう。

もう 1 つの課題は、人々に水との個人的なつながりを思
い起こしてもらい、水を介した関係について理解してもらうこ
とです。 私たちは、単純な経済的価値のみならず、人間にとっ
て水がどのような文化的重要性や意義を持っているのかを理
解することによって、水に対する個人的な評価を普遍的なレ
ベルでさらに深く理解する必要があります。 それができて初
めて、社会的な緊急課題としてのこの問題に対処していくこ
とができるでしょう。 

Q この問題の解決に最も効果的と思われるのは、どのよう
なアプローチですか ?  

水の供給量が不足したり、水の安全性が脅かされたりしない
限り、私たちが水について考える機会はめったにありません
が、それでは手遅れです。 この重要な共同資源に対する予
防管理を徹底するためには、水を個人の問題としてとらえ、
水に対する個人的な価値を人々の中に定着させる手段が必
要となります。 さらに、一般社会の「問題疲れ」を軽減す
るためには、エネルギー、気候、水、食糧が相互に関連し
ていることを認識して強調する必要があります。 私たちに求
められているのは、現代の問題点に着目するだけではなく、
よりスマートで、より責任感のある日常生活を送れるように
することなのです。 

Q ナショナルジオグラフィック協会では、この取り組みに対
する特別な支援策を計画していますか ?  

ナショナルジオグラフィック協会は、みなさんに地球を大切
にする気持ちを広める活動に取り組んでいます。 さまざまな
機会をとらえて、重要な環境問題や人道問題に関する一般
大衆の意識を喚起し続けています。 安全な水と衛生設備を
世界中の人が利用できるようになることが現在最も差し迫っ
た緊急課題の 1 つです。 淡水の問題に取り組んでいる団体
は数多く存在しますが、おそらく水のメッセージには「グリー
ン」メッセージほどのパワーはまだないでしょう。 

ナショナルジオグラフィック協会は、グローバルな展開と
確かな信用を通じてさまざまな問題にスポットライトを当て
てきました。 私たちの今の関心事は、水の問題に懸命に取
り組んでいる個人、団体、研究機関など、さまざまな関係者
の力を結集し、彼らの声を増幅し、水に対する一般大衆の意
識を高めて、人間と水の関係についての人々の態度や行動
をあらためてもらうことなのです。

Alex Moen 氏、Mission Programs ( ミッション・プログラム ) 担当バイス・プレジデント

National Geographic Society ( ナショナルジオグラフィック協会 )

グローバル・イノベーション・アウトルック・パートナーである National Geographic Society 
 ( ナショナルジオグラフィック協会 ) では、地球を大切にする気持ちを人々に広める活動を 

 120 年以上にわたって展開してきました。 そして現在、その雑誌名で最も知られている 
この非営利団体は新たな課題に取り組んでいます。 それは、長くなる一方の「環境問題の一覧」に 

要注目問題の 1 つとして水の問題を追加することです。 同協会の Mission Programs ( ミッション・プログラム ) 
 担当バイス・プレジデント である Alex Moen 氏が水不足の文化的意識に関する質問に答えてくれました。 
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シンガポールはマレー半島の先端に位置しています。 面積 700 平方キロメー
トルのこの都市国家は、世界有数の貿易港と、勤勉で革新的な労働力に恵ま
れています。 ところが、シンガポールには天然の水源が不足しており、1960 
年代から 1970 年代にかけては高潮と河川汚染の被害に苦しめられました。

  事例研究 : 
シンガポールのニューウォーター 
(NEWater)

シンガポール国営の水資源管理機構である PUB 
では、水の持続可能性という構想を掲げて、4 種類
の水源を活用する堅固で多角的な水供給戦略の策定
を進めてきました。この戦略は「Four National Taps 
(4 つの国家水源 )」と呼ばれるもので、内訳は、地
域内の雨水集水、水の輸入、「ニューウォーター」と
呼ばれる再生水、および海水淡水化です。

シンガポールにおける持続可能な水供給の重要
な柱として PUB が特に力を入れているのがニュー
ウォーターです。 良質の再生水であるニューウォー
ターは、使用済みの水を高度な薄膜技術で浄化する
ことによって製造されるもので、飲んでも安全なきわ
めて清浄な水です。 この水は 30,000 回を超える科
学的試験に合格しており、世界保健機関 (WHO) が定
める基準値も上回っています。

ニューウォーターはきわめて清浄な水なので、高
度な精製水を必要とする産業に最適です。 ニュー
ウォーターの大半は、ウェハー製造、エレクトロニク
ス、発電などの産業施設に供給されるほか、商業施
設や公共施設の冷却用水としても利用されています。 
また、各家庭への飲用水の供給にも余裕が生まれま
す。 さらに PUB の施策により、ニューウォーターの
一部は貯水池にも放水されています。

PUB の Peng Kah Poh 局長 (InfoComm 担当 ) は
次のように語っています。「私たちの課題は、 ニュー
ウォーターを一般の人に広く受け入れてもらうこと、
そして非飲用目的におけるニューウォーターへの転
換を産業界に奨励することです。 徹底した周知活動
によって、ニューウォーターの需要は着実に伸びてい
ます。」 
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次のステップ
水管理に対する認識と行動責任を浸透させるには、徹底的な教育が重要です。 店頭に並ぶ商品のラ
ベルにその商品に含まれるバーチャル・ウォーターの量を明示することや、家庭における水の消費量
をリアルタイムで計測することは、消費者に対するよい教育となるでしょう。 各企業が水使用に伴う
真のコストやサプライ・チェーン全体の効率化の可能性について綿密に検討することができれば、よ
り積極的な水管理戦略が実現されます。 

現在、ニューウォーターは 4 カ所の工場で生産され
ており、シンガポールの水需要全体の 15 パーセントを
供給しています。 2010 年に新工場が稼動を開始すれば、
この割合は 30 パーセントまで上昇する予定です。 

しかし、十分な供給量の確保は水の等式の片側に
すぎません。需要側の管理もそれと同等に重要となりま
す。 PUB では、利用者による水の賢い使用を奨励する
広範な水保全計画を進めています。 シンガポールの家
庭での国民 1 人あたりの水消費量は、2003 年には 1 日
あたり 165 リットルでしたが、現在では 157 リットルま
で下がっています。 この数値を 2012 年までに 155 リッ

トルまで下げることが当面の目標となっています。
Singapore Economic Development Board ( シンガ

ポール経済開発庁 ) のクリーンテック担当部長、Chee 
Kiong Goh 氏は、次のように語っています。「シンガポー
ルの教育機関では、水保全のための教育が幼少期から
開始され、長期にわたって継続されます。 水資源の存
続については、1960 年代以来、社会全体に対する徹底
した教育が行われてきました。」 

今やシンガポールは、その革新的な水管理によって
世界的な水のハブと見なされており、国の弱みを逆に
重要な強みに転換することに成功したのです。 

シンガポールのニューウォーター (NEWater) は、

 
を超える水の純度と安全性に関する試験に合格しています 

30,000 回

30%
ニューウォーターは 2010 年までにシンガポールの水需要全体の 
 

を占める予定です 
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Smarter Planet
21 世紀の幕開け以来、安全保障とテロ、エネルギーと気候変動、住宅問題に端を発する
金融危機など、水に関するさまざまな懸念を伴う地球規模の警鐘が次 と々鳴らされてきま
した。 前の世代の人々ならシステムに対するこの種のショックに圧倒されてしまったかも
しれませんが、現代の私たちは、過去には考えられなかったような可能性を武器に、これ
らの難題に立ち向かっています。 私たちは、情報をリアルタイムで収集する方法を編み出
すとともに、これらのシステム内で発生している問題の内容や相互関係、是正策などを深
いレベルで理解するための方法を開発しつつあります。

IBM では、この構築の構想を Smarter Planet と呼んでいます。 このアプローチのかな
りの部分は、高度な情報収集・分析機能に大きく依存しています。例えば、研究対象シス
テムをモデル化するにあたっては、コンピューターの膨大な計算能力が利用されます。 し
かし同時に、より根本的な部分の変化もまた、このアプローチの成否を左右します。 すな
わち、この GIO レポートで一貫して主張してきたように、旧来の境界を越え、より高度な
協力体制を構築する必要があるのです。

本質的に、私たちが必要としているのは意思決定の新たな方法を開拓し完成すること
です。 私たちは相互に絡み合った複雑な問題をバランスよく理解し、エネルギー需要、
輸送システム、環境変化、社会的要請などとの関係において水を理解しなければなりませ
ん。 また、局所的なニーズや国内全体のニーズを考慮しながら、私たちの行動が全世界
にどのような影響を及ぼすのかを監視し、高度なモデリング技法を駆使して解決策をテス
トしてから実施しなければなりません。 さらに、世界中の政府機関、民間企業、大学、一
般市民を連携させて、万人にとっての利益となる最適な答えを見つけ出さなければなりま
せん。

これが容易でないことは確かですが、 IBM はこの構想の実現が可能であると確信してい
ます。世界に広がるグローバル・イノベーション・アウトルック・コミュニティーに IBM と
ともに参加し、Smarter Planet の基盤構築にぜひご協力ください。



GIO には、下記の企業および組織からの 
参加がありました。

GIO サイクルの全側面にご協力いただいた The Dow Chemical Company、National Geographic Society ( ナショナ
ルジオグラフィック協会 )、ならびにグローバル・イノベーション・アウトルック・パートナーの皆様に感謝いたします。
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GIO について
2004 年初頭、IBM は前例のない一歩を踏み出しました。 それは、IBM が例年行って
いるテクノロジーやビジネスに関する予測プロセスを世界に公開する試みとして、第 1 
回グローバル・イノベーション・アウトルック (GIO) を開催したことです。 

GIO はイノベーションの本質そのものが変化したとの考えに根差しています。 昨今、
最高のイノベーションは、さまざまな人々が共通の問題の解決に向けて協力するところか
ら生まれています。 新たな市場を生み出し、従来の市場を再定義し、世界をよりよい方向
に変えるような、まさに革新的なイノベーションを起こすには、グローバル規模のコラボ
レーションが必要なのです。 その点を踏まえて GIO では、産業界、政界、学界、非営利
団体などから世界最高レベルの頭脳を結集することによって、地球上で最も困難な課題に
協調して取り組み、ビジネスや社会を変革するきっかけをつかもうとしています。

このコラボレーションは、「Deep dive」と呼ばれるオープンで活発な一連の対話か
ら始まります。 これまで 55 回を超える GIO Deep dive セッションが世界 5 大陸で開催さ
れ、多数の国から 750 人以上のオピニオン・リーダーが参加してきました。 さまざまな
専門知識や考え方を持つ人々が活発に交わす自由形式の対話は、否応なしに率直で熱
のこもったものとなります。 そしてその結果、参加者全員の新たな関係、政治主導、市
場機会などを刺激するアイデアが爆発的な勢いで生まれるのです。 これまでの GIO で
は、環境、医療、輸送などの話題が取り上げられています。 過去の GIO レポートは、
www.ibm.com/gio/order から無償でご注文いただけます。

IBM、IBM ロゴ および ibm.com は、International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における商標です。 他の会社名、
製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。 © Copyright IBM Corporation 2009. All rights reserved.
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