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ガーナ・テマ工場の排水処理施設で処理した水を測定している
技術者 エドワード・ダウティ
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水資源

水資源は、社会全体とネスレの事業にとって、深刻で長期的なリスクとなる非常に切迫した国際
的な環境問題になっています。ネスレは水資源の問題への取り組みにおいてリーダー的役割を果
たしています。

水資源の危機
世界全体では十分な量の淡水があり

ますが、豊かさを追求する都市人口の増
加と気候変動の影響が組み合わさること
によって、世界のさまざまな地域で水不
足が深刻な現実味を帯びてきています。

2030年までに、水に対する需要は
現在の50%増となり、取水量は自然再
生量を60%以上も上回ると考えられる
ことから、世界人口の3分の1が水不足
に悩まされることになるでしょう（出
典：2030 Water Resources Group）。 
取水量の3分の2以上が農業に利用され
ていることから、世界の水資源の危機を
解消できなければ食糧不足の危険も生じ
ます。

供給を増やすこと、利用効率を高める
ことだけでは限りがあります。その他の
課題に対処するには、政策決定者、市民
団体、農業および産業界が協力し、私た
ちがこの貴重な資源の価値を評価し、利
用し、管理する方法を大幅に改善するこ
とが必要です。

オンライン資料
• www.nestle.com/csv/Water
• www.unglobalcompact.org/ 

ceo_water_mandate
• www.nestle.com/csv/Stories

水問題への対処

コミュニティとの関わり

非政府組織と協力して、ネスレでは工場のある地
域に住む人々が清潔な飲料水を確保し、衛生と下
水処理の重要性について理解を深められるよう
に、水管理計画への資金調達、支援および運営を
お手伝いしています。多くの場合、こうした関与は
ネスレが原材料の供給を受けている地域社会の状
況改善を目的としています。

  28～29ページを参照

企業での取り組み

運営効率を最大限化するために、ネスレでは事
業に持続可能な水管理法を取り入れ、取水量の
削減、水の再利用量の増加、代替となる水源の活
用、製品の水効率の向上に役立つ節水プログラム
を実行しています。また、ネスレでは清浄な水を環
境に戻しています。

  20～23ページを参照

社会政策

水に関する課題にその活動が影響されるすべての
関係者と同様に、ネスレにとっても水問題の解決
策は最終的に政府やセクター間の協力に左右され
るため、水の“過剰な利用”に対処する戦略策定の
一助となるよう、農家の方々から政策決定者に至
るあらゆるステークホルダーと対策重視の対話を
重ねています。

  12～15ページを参照

共同の取り組み

水資源グループ（WRG）のイニシアチブ、国連グ
ローバル・コンパクトCEOウォーターマンデート、
ウォーターフットプリントネットワーク、アライアン
ス・フォー・ウォーター・スチュワードシップなどを
通じて、ネスレではアイデアの交換、新しい考えの
育成、革新的な解決策の開発を行っています。

  16～19ページを参照

サプライチェーン

原材料の長期的な入手を確保する必要があること
から、ネスレでは現地のステークホルダーとともに
水資源保護活動に参加したり、ベストプラクティス
の共有を行う一方、高品質な原材料を供給してく
れる数百万人の農家の人々に直接投資や適切な水
管理方法の研修を行うサポートをしています。

  24～27ページを参照
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わが国南アフリカ共和国では水の管理について現実的かつ深
刻な問題が生じています。これに関して、私たちは貴重な水資源
を保全・保護し、より多くの水を利用できるようにすることで経
済的な成長と適切な雇用を生み出すべく、独創的な考え方で取
り組んでいます。

南アフリカは降水量が少なく、水不足が生じやすい国です。降
水量は世界平均の約50%で、水量は世界最小レベルです。また、
降水は季節限定的で、5カ月間で全体の約80%の雨が降ります。
これにより、国内の水の利用性と水不足についてさまざまな懸念
が生じていますが、南アフリカ政府は水資源をうまく管理し、水
を賢く利用できれば、切迫した水不足は起こらないと考えていま
す。現在の予測では、南アフリカでの水の利用は、2050年まで
に経済的に利用可能な地上の水源の限界をほぼ確実に上回ると
言われています。ただし、私の省では、未来の世代に向けて、人
が清潔な水を利用できるようにするための革新的な対策に取り
組んでいます。

この国の人々が持続可能な生活を確立するための継続的な努
力の一環として、水の利用に対する行動や態度を変える以外に私
たちに選択肢はありません。事実、水資源を利用する方法を変更
しなければ、経済成長と適切な雇用の創造に使える水を増やす
ためのイニシアチブに問題が生じるでしょう。水が不足すると経
済成長に必要なエネルギー生成能力に制約が生じます。農業分
野の雇用を創出し、国の食糧を確保する能力にも悪影響が生じ
ます。鉱工業部門による経済成長や雇用創出にも制約が生じる
でしょう。

従って、私たちには水資源を積極的に保護する共同責任があり
ます。この点において、南アフリカのモーセルベイにあるネスレの
工場で、2010年までに水消費を50%削減するという取り組みを
行ったことは称賛されるべきでしょう。水の利用効率を向上する
プロセスを社内で見直し、他の水利用者にも同様の取り組みを促

している企業があることに励まされます。
また、ネスレはその世界的なサプライチェーンにおける水管理

を改善するためのリーダーシップ、パフォーマンスおよび取り組
みに対してストックホルム産業水大賞を受賞されました。心より
祝福いたします。水の保全に関する一般市民への教育が不可欠
であることにも変わりはありません。そこで私たちは、水の保全
に対する認識の向上とコミュニティによる水の無駄遣いへの対応
を奨励するキャンペーンを開始しました。また、水の供給がひっ
迫している地域では家庭での使用のため海水を淡水化するプロ
グラムも開始しました。

こうした貢献の総合的な効果により、わが国でより多くの水が
利用できるようになれば、経済の成長と適正な雇用の創出という
戦略目標を追求することが可能になります。産業界との協力を進
めるために、私たちは水に関して影響力のある官民グローバルネ
ットワークで、世界経済フォーラムと国際金融公社が支援する水
資源グループ（WRG）と協定書を交わしました。その意図は、私
の省の理事長が代表を務める官民グループを通してWRGとパー
トナーシップを構築し、南アフリカの重大な水問題、すなわち水
の保全、需要管理および地下水資源の持続可能な管理方法の開
発に関する活動を監視することです。

－ エドナ・モレワ 
　 南アフリカ共和国　水・環境問題担当大臣

専門家の意見：
南アフリカ共和国からの見解

人口約5,000万の南アフリカ共和国では、需要の増加、水資源の汚染、持続性のない利用や浪費
により悪化する淡水の不足という問題に直面しています。気候変動や人口増加といった要因も水の
消費量増加に拍車をかけています。
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私たちは南アフリカ国民がこの取り組みに参加することで、現
在と将来の世代のためにわが国を水を大切にする国にしたいと
考えています。新しい政策の立案においては、憲法および人権上
求められる責務を引き続き取り入れ、わが国のサービス提供モデ
ルの構築を図っていきます。

経済成長と適正な雇用創出のために使える水を増やすことに
取り組むなかで、私たちは今後も特にネスレなどの企業をはじ
め、さまざまなステークホルダーのサポートが期待できると確信
しています。

わが国の人々が持続可能な生活を確立す
るための継続的な努力の一環として、水
の利用に対する行動や態度を変える以外
に私たちに選択肢はありません。”

エドナ・モレワ
南アフリカ共和国　水・環境問題担当大臣

本ページのコメントは著者個人の意見であり、ネスレの考えと一致するとは
限りません。

“
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長い間、公的部門のリーダーや非政府組織が水に関する議論
の中心になっていましたが、この10年間は、この問題に関与する
民間企業（ネスレがリーダー的役割を担う）が2つの段階で増え
始めています。

1つめの段階は、社会が1滴の水に対してより多くの生産物－つ
まりより多くの食品、エネルギー、収入、雇用－を確保できるよう
にする技術を開発する企業と定義されます。これらは大きく3つ
のグループに分けられます。第1グループは、生産性を高めた植物
種や農業技術を開発する企業、第2グループは、水や排水を処理
する新技術を開発する企業、第3グループは、降水確率、土壌の
水分、水や肥料の条件などについて、必要な情報を適時提供する
企業です。精密農業では従来の農法と比較して1滴あたりで生産
できる穀物が多く、産業や都市の水使用量も大幅に減少させるこ
とができます。

2つめの段階では、水不足と水質に対する懸念の拡大が、企業
の社会的な存在意義を脅かす可能性があるということを意識す
ることが発端となります。企業はこれまでいくつかの方法で対応
してきました。平和的解決のために活動家団体に多額の寄付を
する企業もあれば、自社工場で対応できる水基準に注力する企
業もありました。ただし、リーダーとしてのネスレの例が示すよう
に、最も先見性のある企業は、自社工場で水などの資源を効率的
に管理する以外に、（企業とそのサプライヤーを含む）社会が公
平で効率を重視し、流水域で使用されるすべての水を管理する法
律や規制環境を整える必要があることを認識しています。これら
の企業は、民間事業が政策決定プロセスに役立つ有用で合理的
な意見を提示できることを確信しています。

まず、この重要な段階に関わっている企業の例を2つ挙げま
す。

最初の例はブラジルです。公共部門の事業の質を向上させるこ
とは、この国が直面する最大の組織的課題といって間違いないで
しょう。8年前、ある主要な州の新知事がこの問題に直面しまし
たが、それに対処する人材もツールも揃っていませんでした。州知
事はブラジルで最も成功し、勢いのある企業2社インベブ（ビール
会社）とゲルダウ（資源会社）の経営陣に相談し、この2社は協働
で2つの原則を制定しました。すなわち知事が取り組みを主導す
る場合のみ彼らが支援し、利害の対立の兆候があれば慎重に回
避するという原則です。次にこれら2社は人材と資金を提供し、州
はそれを利用して「マネジメント・ショック」というプロセスを断
行し、大成功を収めました。現在、ブラジルの他の州がこのプロ
セスを模倣しています。

第2の例はパキスタンで、国内最大の県の知事が官民の専門家
を集めて水の生産性と水の確保に関する課題に対処しました。民
間の取り組みは、現地の民間部門が、強力なサポート役となった
ネスレ主導の多国籍企業グループと協力して進めました。

ネスレが協力したのは次の3つの理由でからです。第1に、この
地においてネスレは単なる乳製品加工工場ではなく、工場にミル
クを提供する19万の農家の人々との関わりを持っており、経営理
念である「共通価値の創造」が実践できることです。これらの農
家は、水が家畜のみならず、穀物や家族にとっても重要であるこ
とをネスレに話してくれていました。

第2に、パキスタンはネスレにとって重要かつ収益性の高い市
場であり、パキスタンが繁栄し、安全な国となることでネスレの
ウエルビーイングも高まります。

ジョン・ブリスコー 
世界銀行　シニアウォーターアドバイザー兼ブラジル担当理事 
現在はハーバード大学 環境工学教授

専門家の意見：
水事業

水資源の不安定性は21世紀の大きな問題として立ちはだかっており、政策決定者や企業のリーダー
が協力して対処しなければならない問題です。
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第3に、ネスレは（パキスタンなど）どの国にあっても多国籍企
業ですが、国際企業であると同時にその地の現地法人でもあり
ます。パキスタンで最も先見性のあるビジネスリーダーの1人は
ネスレの大株主であり、ネスレ社員のほぼ全員がパキスタン人で
す。そして、すべてのパキスタン人は水に関して自国がいかに脆弱
かをわかっています。ブラジルのインベブやゲルダウと同様、ネス
レも改革を進めようとする政治主導者にその経営ノウハウを提供
し、また、他の国内・国際企業も同じように協力するよう促しまし
た。

水不足の脅威が増加し、変化する事態に対応できるかどうか
は、人類にとって最大かつ存亡に関わる課題の1つです。実際、
グラスに水は半分しか残っていません。しかしまだ半分残ってい
るとも考えられ、政治家がさらに根本的に改革に取り組み、企業
のリーダーが政治家と協力してこの問題に対処しようとすること
で、大規模かつ体系的な効果が期待できるでしょう。水不足の脅威が増加し、変化する事態に

対応できるかどうかは、人類にとって最大
かつ存亡に関わる課題の1つです。”

ジョン・ブリスコー 
世界銀行　シニアウォーターアドバイザー兼ブラジル担当理事 
現在はハーバード大学 環境工学教授

本ページのコメントは著者個人の意見であり、ネスレの考えと一致するとは
限りません。

“
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世界的背景
豊かさを追求する都市人口の増加と気候変動の影響が組み合わさることで、水の需要が

かつてないほどに広がり、企業や経済の繁栄において水の戦略的重要性が増しています。
しかし、世界の多くの地域で水不足が現実となってきており、それに伴い、生活、人間の健
康、および生態系全体が脅威にさらされています。

今後20年で水に対する需要は現在の50%増となり、2030年までに淡水の取水量は自
然再生量を60%以上超えると考えられることから、世界人口の3分の1が水不足に悩まされ
ることになるでしょう（出典：2030 Water Resources Group）。供給を拡大して効率を
高めることではこのギャップは少ししか埋まりません。政策決定者、市民団体および企業
は、水の価値の評価や管理する方法を劇的に改善するべく協力しなければなりません。

公共政策の議論への参加
ネスレが排水処理工場を初めて建設した1930年代以降、重要な問題として水への対策

が講じられてきました。現在もそれは変わっていません。一例としてネスレ会長のピー
ター・ブラベック‐レッツマットは、数年前から世界経済フォーラム（WEF）に積極的
に参画しており、2011年1月にスイスのダボスで行われた年次会議にも参加しました。   
（　　　　　　　　　  を参照してください。)

2008年以降、ネスレは世界銀行グループの国際金融公社、マッキンゼー・アンド・カンパ
ニーなどのメンバーで構成される2030年水資源グループ（WEF-WRG）でもリーダーシッ
プを発揮してきました。ブラベック‐レッツマット主導の下で、このグループは水不足に対す
る新しい見識を模索し、考えられる解決策に伴う機会とコストを明らかにし、結果に基づい
たステークホルダーとの対話を強化しています。ディベート以外にも、費用対効果に優れた
包括的な戦略の枠組みの中での独自の取り組みによって、解決に貢献したいと考えていま
す。

水の将来を描く
1年間の協働を経て、2030年水資源グループは2009年11月に代表的な報告書となる

「水の将来を描く」を発行しました。報告書では世界的な課題に対する明確な見解を示す
だけでなく、流域レベルでの取水量のギャップを軽減するためのさまざまな手段や技術の
影響、規模、コスト、トレードオフおよび有効性をステークホルダーが比較するための実践
的なツールも提供し、水の管理を広範囲にわたる経済的・社会的決定に統合できるように
しています。

社会政策
共同の取り組み
企業での取り組み
サプライチェーン
コミュニティとの関わり

社会政策

水の“過剰採取”という世界的な問題は民間セクターだけでは解決できません。具体的な対応を促
すために、ネスレは公共政策の議論に深く関わり、流域のステークホルダーと、政府、および国際
レベルで取り組むことが効果的な戦略を開発する正しい方法であると確信しています。

www.weforum.org
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目標
•  取水量と自然再生量のバランス確保に

関する公共政策のディベートに参加す
ること。

•  流域レベルでの水利用の有効性を向上
させる行動指向の対話に参加し、バラ
ンスの取れた規制枠組みを提示するこ
と。

対策
• 政府と公的機関の対話および政府間討

論会に参加すること。
•  2030年水資源グループの議長を務め、

世界経済フォーラムの水に関する取り
組みを主導すること。

パフォーマンス
•  水資源グループが検証したインド、パキ

スタン、南アフリカ、ヨルダン、メキシコ
およびモンゴルにおける水費用曲線。

•  世界経済フォーラム、世界水週間、チャ
ッタムハウスなど、複数のハイレベルな
官民の対話への参加。

主な課題
•  政府に効果的に関与し、手頃なコスト

で水不足を克服できることを証明する
こと。

•  試験的プロジェクトは有望だが、政府
の関与とリーダーシップが不可欠であ
ることには変わりない。

国際的な問題

私たちすべてに関係する重要
な水資源の問題
毎日水を汲むのために長い距離を歩き（国
際赤十字・赤新月社連盟（IFRC）によると
アフリカの女性と子どもの平均移動距離は
6km）、整備された水施設を利用できず、
適切な下水処理施設を利用できない人が
大勢います。誰もが清潔な水を利用できる
という目標のためには、適切な公共政策と
ガバナンスは不可欠であり、ネスレはその
実現に向け全力でサポートします。数百万
人が直面している水不足の問題を解決する
施策に力を入れることは同時に、ネスレの
事業のリスク軽減にもつながっています。

6
km
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水資源グループが発表した2030年水費用曲線：メキシコ
● 提案
● 産業
● 市民‐都市部
● 農業

出典：2030 Water Agenda（メキシコの国家水委員会）

水費用曲線は主要なツールであり、個々の流域で採取する水を
自然の再生サイクルに沿ったレベルに戻すために供給・需要両面
について包括的な測定値を示すことで、ステークホルダーの理解
を助けています。

例えば、インドでは、長い間大規模な水施設に多額の資本が投
じられてきましたが、水資源の管理は今もなお大きな問題です。
「水の将来を描く」において、世界経済フォーラム2030年水資
源グループ（WEF-WRG）は140の方法を解析し、19の主要な取
水域で予想される需要と供給のギャップを縮小できるとして、37
の方法を選択しました。水資源の管理費用は最小に見積もって
も、2030年の年間支出は59億米ドル（約4,661億円）になりま
す。

水費用曲線の検証
最終的に、流域、河川流域、帯水層に関する解決策が必要であ

り、WEF-WRGは複数のステークホルダーのパイロットプロジェ
クトを通して政府による優先順位設定・開発戦略を支援していま
す。

メキシコでは（上記の費用曲線を参照）、国内13の水管理地域
の各々で厳密な予測シナリオを実施する集中的な取り組みが行
われています。水の需要と供給のバランスを取るために、次の4
種類の対応に注力する必要があります：近代化の推進（一次およ
び二次的経路の再配置）およびかんがい地区とユニットの技術
化；成長分野への供給を行うためのインフラの継続的建築；飲料
水と汚水処理システムの有効性強化；家庭、事業所および産業施
設における効率的な技術利用の推進。

WEF-WRGは水資源、将来の需要、さらに考えられるさまざま
な解決策に対するモンゴル当局の理解を深め、「モンゴル版水イ
ニシアチブ」実行計画を開発するための共同対応もサポートして
います。

オンライン資料
• www.nestle.com/csv/Water
• www.weforum.org
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グローバル

ストックホルム産業水大賞
ネスレの生産活動における水利用の管理と効率
の向上が認められ、世界水週間の開催時にスト
ックホルム産業水大賞（ 　　　　　　　　　参
照）がネスレに授与されました。ネスレは、2001
年以降、取水量総計を30％削減させ、製品1キロ
あたりの取水量も7.6リットルから3.17リットルと
しており、2015年までにさらに10%減少させる
ことを目指しています。

モンゴル

現地のステークホルダーを束ねる
世界経済フォーラム水資源グループはネスレ会長のピ
ーター・ブラベック‐レッツマットがリーダーとなり、国
内および国際的レベルですべてのステークホルダーが
参加する組織的な活動を模索しています。
上：モンゴル大統領府と水資源グループの共同開催に
より2011年6月にモンゴルで行われた世界経済フォー
ラム水資源グループの会議　

2011年8月に行われたストックホルム産業水大賞でス
ウェーデンの国王・王妃と面会するネスレ オペレーシ
ョン担当エグゼクティブ・バイスプレジデント ホセ・
ロペス

ネスレでは将来の食糧確保に加え、経済成長につい
ても水が最大の課題になると考えています。この賞
は、水資源の分野で企業にとって最も名誉ある賞で
あり、今回の受賞は今後の取り組みにおいて大いに
励みになるでしょう。”

会長
ピーター・ブラベック‐レッツマット

下：ネスレ会長　ピーター・ブラベック‐レッツマ
ットが会社を代表してストックホルム産業水大賞
を受賞

“

www.siwi.org/siwa
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水問題の管理
ネスレでは事業部門が水資源に対する責任を負うようにしており、水に関わる問題を管理

するための部門の枠を超えた確固とした体制を設けています。ホセ・ロペスが代表となって
いるネスレのウォーター・タスクフォースがハイレベルな戦略を定める一方、オペレーション・
ウォーター・タスクフォースはそれを事業運営上の目標、および主要パフォーマンス評価指標

（KPI）に落とし込み、現在と今後の課題を理解して責任ある水源の管理による競争上の優位性
を達成できるようにしています。

また、ネスレのウォーター・タスクフォースはさまざまな共同取り組みのイニシアチブに
対する会社の関与を統合し、世界的な水資源の危機に対する解決策の提案という形で当社
の熱意を体現しています。

関与と開示
ネスレは87の企業が環境機関などのステークホルダーと協力して水資源の開示、公共

政策への関与、水に対する人権をサポートする独自の官民イニシアチブである「国連グロー
バル・コンパクトCEOウォーターマンデート」を提唱した企業の一社です。 私たちは関与し
ているこうした分野についてマンデートの作業部会に積極的に参加し、毎年「コミュニケー
ション・オン・プログレス（Communication on Progress (COP)）と呼ばれる進捗レポー
トを公開しています。本報告書は2011年度のCOPです。

2011年、マンデートはコペンハーゲンとストックホルムで2つの作業会議を開催しまし
た。作業部会を通して行われているイニシアチブは以下のとおりです：
•  企業の水利用について、より標準化したグローバルな方法で開示してもらうためのウォ

ーター・ディスクロージャー・ガイドライン；
•  ネスレが寄稿した人権・企業研究所の水・企業および人権報告書。企業が水と下水処理施

設を利用する権利をどう遂行すべきかについての具体的なガイドブックも製作中です；
•  企業、政府、NGOおよびコミュニティの流域レベルでの協調を促すウォーター・アクシ

ョン・ハブ。実際に、東南アジアと南アフリカで共同取り組みのイニシアチブが行われて
おり、水資源に関する国際政策領域にも継続的な関与を行っています。

ストックホルム国際水協会
私たちはストックホルムで開催された世界水週間においてもまた、専門家、実務者、意思決
定者とのアイデアや革新的技術の交換に積極的な役割を果たしています。世界水週間はス
トックホルム国際水協会が主催する年次イベントで、都市化する社会における水をテーマに
した2011年のイベントでは、ネスレにストックホルム産業水大賞が授与されました。世界
水週間への参加と同時に、私たちは協会の専門家と協力して食糧廃棄による水への影響と
いった具体的な課題にも取り組んでいます。

社会政策

共同の取り組み
企業での取り組み

サプライチェーン

コミュニティとの関わり

共同の取り組み

水資源の問題は共同の取り組みが必要な国際的問題です。ネスレは「国連グローバル・コンパクト
CEOウォーターマンデート」を提唱した企業の一社として、また国内および国際的なネットワーク
の活動メンバーとして、他者の意見から学び、同時にネスレ自身が持つ知識を共有することに務め
ています。
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目標
•  水問題を共通のリスク・責任として認

識し、水の管理責任を奨励する自主的
な複数のステークホルダーイニシアチ
ブでリーダーシップを発揮すること。

•  水利用のバランスを取るためにネスレ
の事業展開に関連して流域での共同取
り組みを追求すること。

対策
•  「CEOウォーターマンデート」のすべて

の作業に参加し、カーボン・ディスクロ
ージャ・プロジェクト（CDP）に参加す
る最初の企業の一社となること。

•  ISO14046やアライアンス・フォー・ウォ
ーター・スチュワードシップ（AWS)、ウ
ォーター・フットプリント・ネットワーク
を通じて共通の基準を支持すること。

•  コロンビア、インド、フランスなどの国
で現地の水保護・管理イニシアチブに
参加すること。

パフォーマンス
•  AWS国際基準開発委員に任命：2012

年第1四半期までに基準の初案を作
成。

•  「CEOウォーターマンデート」とウォー
ターCDPの報告条件の調整。

•  ネスレウォーターズ・スイスのエコ・ブロ
イエプログラムの“生態学的回廊”。

主な課題
•  さまざまなリスク・影響評価ツールか

ら拡大利用できるものを適切に選択す
ること。

•  その土地に合った実践的で複数のステ
ークホルダーに適した解決策を提供す
るさまざまなイニシアチブを調整し、調
和させること。

スイス

ネスレウォーターズのパート
ナーシップアプローチ
2007年にミネラルウォーターのヘニエブ
ランドを買収して以降、ネスレウォーター
ズのエコ・ブロイエプログラムでは現地と

のパートナーシップを大切にし、ス
イスのこの地域の天然資源の保

護と農村の人々の収入維持に
協力してきました。ステーク
ホルダー自身によって拡大
されるこのイニシアチブに
は、農村の人々が参加し、以
下の活動を行います：1,500

ヘクタールの農地に“生態学的
回廊”を確立し、地元の生物多様

性を保護・活性化；地表水の水質を改善す
るブロイエ川の支流の有機濾過；ネスレの
管理下で有機農場の廃棄物をクリーンエ
ネルギーに転換するバイオガスダイジェ
スター。
左：スイス、ヘニエにあるネスレウォータ
ーズの工場に水を供給する濾過区域でサ
ンプル採取をするネスレウォーターズ水
資源担当者マイケル・マーコード

1,500
ヘクタール
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CDPウォーター・ディスクロージャー・プロジェクト
ネスレは財務および政策決定には透明性の高い開示が不可欠と考え、CDPウォーター・デ
ィスクロージャー・プロジェクトに積極的に参加しています。私たちはカーボン・ディスク
ロージャー・プロジェクトのアンケートをカーボンだけでなく水も対象にするものに拡大
することに協力し、2010年にはCDPのウォーター・ディスクロージャー報告書に最初に
寄稿した企業の一社となったほか、2011年にも再び寄稿し、私たちが事業運営とサプラ
イチェーンにおいて水関連のリスクをどのように評価、管理および対応しているかを詳細
に説明しました。また、CDPサプライチェーン・リーダーシップ・コラボレーション・イニシ
アチブの一部として、2007年よりサプライヤーの評価を行っています。

ウォーター・フットプリント・ネットワーク
ネスレは2008年に設置されたウォーター・フットプリント・ネットワークのメンバーであ
り、作業部会に参加して2030年水資源グループで実施した作業に準じて民間セクターか
らの意見を提示しています。また、ベトナム、インド、英国、コロンビアでの水管理に関す
る私たちの実績を紹介しています。

主な課題への対応：
水利用の影響を評価する基準の開発
現在グローバルな基準がないため、世界の企業はさまざまな方法を用いて水利用の影響
を評価しています。ネスレは、国際的に一貫性のある測定・管理ツール、プロセスおよび手
順をサポートし、新しい「ISO 14046 基準 ウォーター・フットプリント‐条件とガイドライ
ン」の開発に積極的に参加しています。ライフサイクルアプローチに基づき、この基準では
製品、プロセスおよび組織の水に対する影響を評価する原則、条件およびガイドラインを
示します。また、水資源や排水、地域の環境や社会経済的条件をどのように考慮すべきか
についても明確化します。2014年までにこの基準を完成させる予定です。

ウォーター・スチュワードシップのアライアンス
近年結成されたアライアンス・フォー・ウォーター・スチュワードシップ（AWS）の参加企
業として、私たちは他の参加者と協力して今後2年間で自主的な認証プログラムを確立
し、新しい国際ウォーター・スチュワードシップ基準に対する水管理者と利用者の順守状
況または支持状況を証明できるようにする予定です。この自主基準は、企業が水使用の
測定、管理、ならびに他者との協力を行い、自社の活動を越えてウォーター・スチュワード
シップの実践を改善することに役立つだけでなく、水関連の影響を軽減する規制面での
努力を補うものとなるでしょう。

オンライン資料
• www.nestle.com/csv/Water
• www.cdproject.net/water
• www.allianceforwaterstewardship.org

ネスレは水資源に対する会社全体の方針について経営陣レベ
ルの責任を明らかにし、現地対策を行うことで水関連リスクを
減らし、会社の長期的な成功にとって水がいかに重要かを証
明しています。”
CDPウォーター・ディスクロージャー責任者
マーカス・ノートン

フランス

製品と環境に関する消費者への情報
発信
ネスレ・フランス、ネスレウォーターズおよびネスレ 
ネスプレッソは、フランスの消費者への製品と環境に
関する情報発信に関する国の試験的試みに参加してい
ます。2011年7月にフランスのエコロジー・持続可能開
発・運輸・住宅省が開始したこのイニシアチブでは、
ヴィッテル、ネスカフェ、ネスプレッソといった製品の
環境パフォーマンス（温室効果ガスの排出、水、生物
多様性）についての情報が発信されます。1年間にわた
るこのプロジェクトによってフランスで販売される製品
に必要な環境に関する情報表示が明らかになるでしょ
う。消費材の評価に関する同様のテストが欧州委員会
によって始まっており、ネスプレッソ、ネスカフェ、
ヴィッテル、キットカットおよびピュリナ・グルメといっ
たブランドが参加しています。また、欧州委員会と共に
欧州食品持続可能消費・生産座談会の議長を務め、食
品の環境への影響を評価する統一的な方法の開発に
関わっています。
上：パリのネスプレッソ・ブティックでネスプレッソ製
品のバーコードをスキャンして環境への影響を確認し
ているお客さま

“
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コロンビア

水管理の改善
スイスアクア・プロジェクトを通じて、スイス開発庁とコロ
ンビアのスイス企業連盟と協力し、製品のライフサイクル
を通じた水使用の影響を評価しています。このプロジェク
トでは、従来の林間放牧システムでの水利用量を算定し、
農村の人々の水管理を支援してフロレンシアとブガラグラ
ンデの乳製品工場とサプライチェーンにおける水管理を改
善し、ネスレ製品の環境パフォーマンスの向上を目指して
います。

エクアドル、モンタニタの酪農家とその家族に対する
ワークショップでは、現地の水に関する問題を調査し
ました。

下：水の価値と保全に関するワークショップの後、エクアド
ル、モンタニタの酪農家とその家族と一緒に苗木を植える
ネスレのレオナルド・マンリーク（右）。
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生産効率の向上
生産効率の向上に向けた取り組みの一環として、私たちは取水量の削減と再利用の増

加、雨水利用などの代替水源の利用、製品の水効率を改善する継続的な取り組みに注力し
ています。また、清浄な水を環境に戻すことを目指しています。

水資源を管理するためのアクションプランの決定
ネスレの工場が直面する水関連リスクを評価することは、私たちの水資源管理努力をど

の部分に集中させるかを特定するためには不可欠なことです。水の量と質が低下するリス
ク、すなわち「物理的なリスク」が、家庭、産業および農業目的の利用者間に競争を生じさ
せることも珍しくありません。

ネスレの工場は五大陸すべてで操業しており、地域ごとにサプライヤー、顧客、そして消費
者が直面しているのと同じレベルの水ストレス（水の需給がひっ迫している状態）を実感し
ています。公表されている2つの主要な水ストレス指標（取水量と利用性の比率；2025年の1
人あたりの予想年間再生可能給水量）の平均を用いたネスレの複合水ストレス指標から、ネ
スレの工場の40%が水ストレスを伴う地域に位置し、10%が深刻な水不足の地域にあると評
価しました。特に水ストレスがある地域では、最も効率的に水を使う企業となることを目指し
ています。まず、工場周辺の水資源の長期的利用性を評価します。この評価に基づき、学術機
関、市民団体および公共部門のステークホルダーと協働して、工場外の流域レベルで水管理
に対処し、認識を高め、主な課題を特定し、行動計画を策定することを目指します。

上記のアプローチによって、ネスレの事業運営において水に対する人間の権利を尊重する
のみならず、同時に総合的かつ長期的な現地の水の持続可能性に配慮することになります。

私たちは2011年に世界で11の場所、合計100の工場で水資源について審査を行いました。

水の利用効率の向上
私たちは食品メーカーの中で最も効率的に水を使う企業となることを目指しています。

ネスレの取水量は2011年が1億4300万m3 、すなわち製品1トンあたり3.17m3 でした。
これは2010年から4%減少しています。

2001年以降、食品や飲料の生産量が73% 増加したにも関わらず、取水量は28% 減少
しました。例えば、ボトル入りウォーター事業であるネスレウォーターズの水の利用は、比
較的小規模ですが、ボトルに詰める水だけでなく、洗浄や冷却に使用する水も製品化には
必要となります。

私たちはさまざまな現場レベルのイニシアチブを通して、この洗浄や冷却用の水をボ
トル入りウォーター1リットルあたり世界平均で0.63リットルまで減少させました。これは
2005年から2011年で36%の削減となります。

社会政策

共同の取り組み

企業での取り組み
サプライチェーン

コミュニティとの関わり

企業での取り組み

水の利用効率アップに向けたここ何年かの取り組みではかなりの進歩が見られましたが、課題はま
だ山積みです。私たちは事業運営全体を通じて厳格な水管理基準と節水プログラムを今後も推進
していきます。
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目標
•  食品メーカーの中で最も効率的に水を

使う企業として水資源の管理を主導す
ること。

•  業務を通して水の利用効率を継続的に
向上させ、水の取水量と排出量を減少
し、清浄な水を環境に戻すこと。

対策
•  水の利用性と品質を維持し、水の利用

効率を含めたネスレ製品の環境への影
響を改善することで、持続可能な水管
理を経営上の意思決定に組み込むこ
と。

•  取水量を削減して水を再利用するプロ
グラムを実行し、雨水利用などの代替
水源を利用し、節水技術に投資するこ
と。

パフォーマンス
•  ネスレの工場では254の節水プロジェ

クトが行われており、今日までにネスレ
の100カ所の工場で水資源審査プログ
ラムが実施され、節水と洗浄プログラ
ムに年間2,800万スイスフラン(約24億
9,000万円)が投資されている。

•  2001年以降、食品や飲料の生産量が
73% 増加したにも関わらず、取水量
は28% 減少。

主な課題
•  水管理の課題の大半は工場外の問題で

あるため、ネスレの工場が取水に使う
流域での共同取り組みを開発・支援す
ること。

•  事業の成長を確保しながら水使用効率
の向上を維持すること。

アフリカ

きれいな水を環境に戻す
ガーナ、テマのネスレの工場に、220万米ド
ル(約1億7,000万円)を投じて現地の公営
施設を改良した新しい排水処理施設を建
設しました。排水処理施設は2010年に操
業を開始し、現地の環境規制と当社独自
の基準に準じて、自社工場だけでなく、近
隣のネスレ配送センターの排水も処理し
ています。コンゴ民主共和国の法律では
汚水処理タンク以外は義務付けられてい
ませんが、キンシャサのマギー工場では、
ネスレの最新の排水処理施設が2011年
10月より操業を開始しました。

左：ガーナのテマに建設されたネスレ
の排水処理施設でのネスレ工場

長ルック・ニーセロンと環境・
科学・技術省のクァミナ・ク
ァソン2.2

百万米ドル
（約1億7,000万円）
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取水量対生産量　2001～2011年
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節水プロジェクト
冷却水をかんがいに使うなど、生産工程

の水を再生し、他の用途に再利用すること
で、2001年から2011年でネスレの工場排水
は38%減少しました。2011年、私たちは排
水量を減らすために780万m3の水をリサイ
クルしました。

効率的な排水処理
私たちは公営の排水処理施設をできる

だけ利用していますが、その効果が不十分
な場合は自社施設に投資し、現地の法律と
社内基準のうち厳格な方に従って処理した
後の水を環境に返しています。ネスレには
301の現地処理施設があり、2011年には新
しい高性能施設の建設に600万スイスフラ
ン（約5億3,000万円）を投じました。

2011年の総排水量は9,390万m3で、化
学的酸素要求量（COD）は1リットルあたり
平均68.6mgでした 。

オンライン資料
• www.nestle.com/csv/Water
• www.nestle.com/csv/Environment
• www.nestle-waters.com 

ナイジェリア

水の再利用と利用効率の最適化
アグバラの複合製造工場はナイジェリアにあるネ
スレの2つの工場のうちの1つで、マギーブイヨン、
ミロ、セレラックなど、さまざまなブランドの製品
を生産しています。アグバラの製造工場とネスレ
ウォーターズの工場が近接しているため、これらを
つないでネスレウォーターズの深井戸の余剰水を
すべてネスレ・ナイジェリアの工場で利用できるよ
うにした結果、水の利用率が減少し（最終製品1ト
ンあたりm3）、年間で10万m3を節水することがで
きました。アグバラ工場には独自の水処理施設も
あり、法律で定められた1リットルあたり90mgの

CODと1リットルあたり50mgのBOD（生化学的
酸素要求量）という条件に準じた排水を環境に返
しています。
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「ネスレ・コンティニュアス・エクセレンス」活動による継続的な改善の結果、工場の多くでさまざまな節水イ
ニシアチブが行われることになりました：

工場所在地

ベトナム、ラヴィ

イタリア、サンペレグリノ

ナイジェリア、アグバラ

米国、アンダーソン 
 
 

中国、双城 
 
 

カナダ、グェルフ

 

フィリピン、リパ

イニシアチブ

周波数インバーターが 
生産ニーズに合わせて 
井戸からの流量を調整

ガラス瓶の洗浄や 
低温殺菌に再利用する 
処理済みの洗浄水

近隣のネスレ・ナイジェリアに 
送られて再利用されるボトル入り
ウォーター生産の余剰水 

膜バイオリアクター・システムでは
生産ラインで排出された洗浄水を
処理して工場の冷却に使用 

ボイラー用には濃縮した 
“乳牛水”（乳製品から 
抽出された水）を再利用 
 

周波数インバーターが流量を 
最適化、水タンクの収容量が増加

コーヒーメイトの倉庫の屋根で
収集した雨水を冷却タワーで使用

年間節水量

150,000 m3

119,000 m3

100,000 m3

86,000 m3 

 

 

 

86,000 m3 

 

 

 

62,000 m3

9,600 m3

イタリア

水の再利用
ネスレウォーターズのサンペレグリノ工場では、ボトル
のすすぎと洗浄に、水を1度ではなく2度利用するため
の「カスケード」システムを開発することで、衛生処理
と製品の品質確保の全条件を満たしながら節水を行っ
ています。

ナイジェリア

ナイジェリア国民に 
清潔な水を無料で提供

フィリピン

雨水の採取と再利用
ネスレのリパ工場にはコーヒーメイトの倉庫の屋根な
どで雨水を収集し、冷却タワーに供給して補給水とし
て使用するためのシステムが設置されています。これに
より、工場の総取水量を約10,000m3減少できると試
算されます。

地元住民はナイジェリア、アグバラのネスレ工場か
ら提供される清潔な飲料水を利用しています。
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サプライチェーンにおける水の影響に関するパートナーシップ
「持続可能な農業イニシアチブ（SAI）」の水・農業作業部会でのリーダーシップを通じ

て、また、農場での水利用の効率化を目的に開発された手法の実施と検証により、ネスレ
は、流域レベルでの効率的な水管理を推進しています。

例えばインドでは、SAIが指揮し、国際半乾燥地熱帯作物研究所（ICRISAT)が運営する
新しい試験プロジェクトにおいて、簡単なプログラムを使って水の影響を算出し、地形や
かんがい条件別に水の必要量を判断しています。グジャラート、ラジャスターン、アンドラプ
ラデシ地区内の5カ所で、米、ポテト、トマト、果物について検査した結果、このプログラム
によって収穫量に影響することなく水使用量を約30～40%削減できることが判明しまし
た。ICRISATは雨期のトウモロコシと綿花についても検査を行う予定で、携帯電話を使って
農家の人々にデータを提供してもらう可能性も調査しています。

コーヒー栽培における水使用の評価
多くのネスレ製品の主要原材料であるコーヒーの栽培では大量の水が使用されますが、既
に水が不足している国で栽培が行われることもあります。水といった生産に関わる重要な
要素やコーヒー自体が抱える潜在的なリスクについて理解を深め、定量化するために、私た
ちは2011年にスイス開発協力庁（SDC）、国際水管理研究所およびEDEコンサルティング
と提携し、調査を開始しました。イニシアチブの内容は以下のとおりです： 
●　 コーヒー栽培における農場レベルでの「消耗的な水使用」（生産で消費される水が還元

されない）に関する国際的な評価；
●　ベトナムのダクラクで行われた2年間の施設限定調査

ベトナムのロブスタ種コーヒーの生産量が急増したことで森林破壊と土地荒廃が進んで
いることを考慮し、調査では小規模農家に水の価値を理解してもらい、水を最適に利用す
るための実践的な方法を提案する予定です。

SAIN水プロジェクト
「ネスレ 持続可能な農業イニシアチブ（SAIN）」は、農家の人々を支援し、世界全体で持

続可能な開発を推進するイニシアチブで、2011年に開始から10年目を迎えました。SAIN
ではミルク、コーヒー、カカオなどの幅広い原料に焦点を置き、水管理とかんがいにおける
主な課題に対応できるようにしています。例えば：
●　 ベネズエラ、エルピナールの3つの農場では土壌浸食を制御する木を植え、家畜のた

めに木陰を用意し、蒸発と流出による水分の喪失量を減少させました。
●　 米国、フリーモントのガーバーベビーフード工場で処理される排水の90%は、地元

の穀物のかんがいに利用され、現地の帯水層に返されます。

社会政策

共同の取り組み

企業での取り組み

サプライチェーン
コミュニティとの関わり

サプライチェーン

ネスレ単独でさまざまな水の問題に対処することは不可能であり、サプライヤーもまた重要な役割
を果たします。私たちは何百万人もの農家の人 と々交流することで、彼らの取り組みに協力し、適切
な水管理方法を開発し、流域レベルで効果的な解決策を見出すことに力を注いでいます。
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目標
•  農業のサプライチェーンを通じて水が

効果的に管理されるようにすること。
•  ネスレのサプライチェーンの上流全体

に関わる2,500万人の生活を守り、原
材料が確実に入手できるようにするこ
と。

対策
•  現地のステークホルダーと協働して水

の保全に関与すること。
•  他の食品会社と持続可能な水利用に関

するベストプラクティスとガイドライン
を共有すること。

•  「ネスレ 持続可能な農業イニシアチブ
（SAIN）」を通して46カ国で持続可能
な開発を推進すること。

パフォーマンス
•  インドで新たに行われた「持続可能な

農業イニシアチブ（SAI）」の試験的プ
ロジェクトは、水使用量を約30～40%
削減できることを示唆。

•  ネスレの12の主要原料に関して責任あ
る調達に関するガイドラインを実践し、
「原料農産物のサプライヤーに対する
水利用ガイドライン」を拡大。

主な課題
•  複雑なサプライチェーンにおける適切

な水管理手法を実践すること。
•  ネスレが直接関わっているサプライヤ

ー以外にも水管理に関するメッセージ
を伝えること。

•  適正な価格付け構成を欠くことが多い
状況下で水の価値に対する農家の人々
の認識を向上させること。

コロンビア

サプライチェーンの水管理に
投資
ハルディン・アンティオキアに新たに設置
されたコーヒー豆粉砕中央施設には、水
消費量を半分まで削減し、排水を100%
処理できる水処理設備が整っています。 
2011年にはこのコーヒー豆粉砕施設で 

ネスプレッソのAAA（トリプルエ
ー）コーヒーが初めて生産さ

れ、初回AAA限定製品として
グラン・クリュー「ジャナ」が
9月に発売されました。
左：コロンビア、ハルディン
にネスプレッソの共同出資

でコミュニティ処理センター
が新たに建設されたことで、コ

ーヒー農家はより効率的にコーヒ
ー豆を粉砕し、乾燥できるようになりまし
た。

50%
水使用量削減
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●　 インド、グジャラートのチコリのサプライヤーは雨水貯水池を作り、地元の地下水
減少を緩和しています。

●　 中国の雲南省にあるネスレのコーヒー栽培実践農場では、収穫後用の新しい設備を
導入したことで、水使用量が2010年には80%減少しました。

●　 スイス農業大学とのパートナーシップでは、最新のRISE 2.0（反応誘導型持続可
能性評価）ツールを使用して、メキシコのテレオン自治体にある13の酪農場で
水使用の持続可能性を向上させています。

ネスプレッソAAA（トリプルエー）プログラム
ネスプレッソにとって最も重要なコーヒー供給国の1つで、AAA指定農場の数が最も多い

国であるコロンビアでは、AAAプログラムの2つの優先事項として、近年低下傾向の生産性
を回復しようとする地元のコーヒー栽培監督機関と協働し、この地域のコーヒー産業の主な
課題の1つである水管理に対応しています。

2011年末時点で、コロンビアの37,000の農場が既にAAAプログラムに参加しています。
ネスプレッソは、コロンビアコーヒー生産者連合会などのパートナーと密接に協力して、水
保全の問題に対処する革新的で効率的なソリューションの開発に務めています。その第1弾
として、2010年から2011年の間に設置の2,700件を含む、17,000の水処理設備の設置が
あります。イニシアチブの第2弾としては、ハルディン・アンティオキアにコーヒー豆粉砕中央
施設を共同出資で設置しました（25ページ参照）。

ギリシャでの現地コミュニティとのパートナーシップ
ギリシャでは、地域の水源の水量と水質に対する潜在的な脅威を軽減するために、ネス

レウォーターズのプロジェクトが地元コミュニティをサポートしています。2007年に始まっ
たこのイニシアチブで、水理地質学的調査を実行し、現地の地下水の脆弱性の評価と水不
足の可能性が低い地域での採掘候補地の特定を行いました。計画段階から地元ステーク
ホルダーと協力することで、現地当局、農家の人々やその地域社会、そしてネスレ双方にと
って有利なウィン・ウィンのアプローチを確保することができました。

責任ある調達と水管理に関するガイドライン
ネスレでは近年、農業における水の責任ある利用に関するガイドラインを導入しました。

このガイドラインは、該当する農業・林業関係の原材料すべてに適用されており、「ネスレ 
サプライヤー規約」とネスレの12の主要農産物と包装材料について開発・導入されている
「責任ある調達に関するガイドライン（RSG）」を補っています。水に関するガイドラインに
は農業における水管理の一般的要件と水ストレスのある地域に対する具体的な要件が含
まれます。

また、最近では「SAI 水・農業プログラム」の10の原則を適用し、水の効率的利用、かん
がい、汚染、干ばつに強い穀物、漏水の防止といった分野について農家の人々と共に取り組
んでいます。こうした原則に基づき、私たちは責任ある調達に関するガイドラインを通して
「原料農産物のサプライヤーに対するネスレ水ガイドライン」を主要原料に適用していま
す。調達担当の人員、サポートスタッフ、農家の人々に情報提供、研修、教育を行うための新
しい資料も開発しています。

オンライン資料
• www.nestle.com/csv/Water
• www.nestle.com/csv/RuralDevelopment
• www.nespresso.com/ecolaboration
• www.saiplatform.org

インド

パートナーシップと啓蒙活動
パンジャブにおけるミルク、小麦、米の生産の水使用傾
向に関するネスレと国際水管理研究所の2010年の合
同調査において、地下水の水位が農業への過剰使用に
よって急速に低下していることが判明しました。これを
受け、ネスレ・インディアは、パンジャブの酪農農家へ
の啓蒙プログラム、ならびに学生向けに地下水の過剰
使用の影響と可能な改善対策を明確にするプログラム
を作成しました。
2011年にネスレは、「米強化システム（SRI）」、すなわ
ち少ない種子、殺虫剤、肥料、水で収穫高を増加させ
る南インドの非政府組織指導による革新的な水田耕作
技術について学ぶため、農務省のプロジェクトに参加
しました。このプロジェクトでは夏の収穫についてSRI
農法を用いた場合と用いなかった場合の収穫高を比較
しており、結果が良好であれば、この技術を私たちの
生乳サプライヤーにも拡大する予定です。
上：インド、モガのネスレの工場近くで行われた農家向
けの水に対する啓蒙プログラムに参加したネスレのア
マン・バジャブ・スッド（左）と農家のハリンダー・カウ
ル
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南アフリカ

長期干ばつへの対処
南アフリカの西ケープ州は長年干ばつに見舞われ、モーゼ
ルベイ近くのダムの水位は満水時のわずか10%になること
もあります。対策として、モーゼルベイのミルク工場では生
産ラインで生じた蒸発器凝縮水を再利用する装置を設置
し、2009年10月から2010年5月までの水の使用量を半
減させました。工場の外でも、バリューチェーンの上流での
水利用を最適化する「ネスレ 持続可能な農業イニシアチブ

南アフリカ、モーゼルベイのネスレの工場にミルクを
供給するゴウ・アケル農場でかんがいの状況を評価す
るアントン・ローツ

（SAIN）」プロジェクトにダムの集流域にある5つを含む
17の酪農農家が参加しており、ミルクの生産量の増加に取
り組んでいます。ネスレ農業サービス部門や地元の専門家
が、土壌の水分調査、土壌の肥沃度管理、かんがいスケジ
ュール、干ばつに強い穀物の使用を援助するため、研修や
金銭的支援を行っています。
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水、衛生および下水処理
2007年以降、私たちは国際赤十字・赤新月社連盟（IFRC)、コ

ートジボワール赤十字社と、コートジボワールへの水・下水処理
施設と衛生研修の提供のために協働しています。大人と子どもを
合わせて既に6万人以上がその恩恵を受けており、今後3年間で
プログラムを55の学校、65のコミュニティに拡大し、コートジボ
ワールのカカオ栽培地域の住民少なくとも53,000人が恩恵を受
けることになります。

2010年の大統領選挙後に深刻な内戦が勃発し、数千人の国
民が退去を余儀なくされたことで、IFRCが2011年に計画してい
た活動を実施することは困難になりましたが、ネスレプロジェク
トの技術スタッフは、支援の対象を、コートジボワールと隣国リ
ベリアの50のコミュニティからなる31,000人の安全な飲料水と
衛生に関する啓蒙活動に一時的に転換しました。コートジボワ
ールでのネスレとIFRCの協働プログラムは、水と衛生、食糧確
保、IFRC世界災害報告に対して225万スイスフラン（約2億円）
を投じた「2010～2013年世界パートナーシップ」の一環です。ま
た、2011年には、IFRC、日本赤十字社、およびアフリカ最東地域
へ合計80万スイスフラン（約7,100万円）を超える緊急支援を行
いました。

一方、インドでは、水に対する啓蒙プログラムが実施され、ネス
レの工場周辺の学校に通う子どもたちの責任ある水利用を促進
し、156の水飲み場の設置が行われました。これにより、66,000
人の学生が清浄な飲料水を飲めるようになりました。

プロジェクトWETと「世界水の日」
プロジェクトWET（Water Education for Teachers）は教

育ツールを用いて世界中の児童の水問題に対する認識の向上を
図る国際的なNGOです。ネスレウォーターズは1992年以降、そ
のメインスポンサーとしてプロジェクトWETを支援し、ベトナム、
中国、アラブ首長国連邦、レバノン、また最近ではエジプトなど、
多数の国でのプログラム樹立に協力してきました。

毎年3月、ネスレウォーターズはプロジェクトWETと協働で 
「世界水の日」の普及に努めています。子どもと教師が水の祭

典に一緒に参加し、自然、健康的な水分補給、適切な衛生習慣、
病気の予防に淡水がいかに重要かについての認識を高めていま
す。2011年には世界25カ国から1万人を超える子どもたちと400
人のネスレスタッフがイベントに参加しました。

ネスレウォーターズによる救援活動
自然災害が発生すると、水の供給源や流通システムに汚染や損
傷が生じ、多くの場合、安全な飲料水が早急に必要になります。
ネスレウォーターズは、NGOや現地当局と協力して、被災した地
域にボトル入りウォーター、義援金、物流面でのサポートを提供
するなどの極めて重要な役割を果たすことができます。2011年、
私たちは日本、トルコ、タイ、米国の災害に対して救援を行ったほ
か、ハイチに対する支援も継続しました。2011年に、私たちは合
計300万本以上のボトル入りウォーターを提供しました。

オンライン資料
• www.nestle.com/csv/RuralDevelopment
• www.nestle.com/csv/Stories
• www.projectwet.org

ネスレウォーターズ・ノースアメリカは、ハイチ地震に対する米国政府の
緊急支援物資としてトラック87台分（330万本以上の水）を寄付しまし
た。

社会政策

共同の取り組み

企業での取り組み

サプライチェーン

コミュニティとの関わり

コミュニティとの関わり

ネスレが原材料の供給を受けている地域の開発とクオリティ・オブ・ライフ（生活の質）には、十分な
水があり、それを利用できる状況であることが不可欠です。そのため、ネスレは事業を行う地域社会に
おける水問題への対処に協力しています。周囲と協力しながら、私たちは世界中で行われている持続
可能な水管理計画に対する資金調達、事業支援、研修に協力しています。
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目標
•  水と衛生という人としての権利を実

現するという万人の目標に貢献するこ
と。

•  清浄な飲料水の入手手段と下水処理施
設の設置、ならびに水、健康、衛生に関
する教育を強化することで、ネスレが
事業展開する地域周辺においてこの世
界的な目標をサポートすること。

対策
•  非政府組織の専門家であるパートナー

と協働し、地域社会で持続可能で技術
的に整備された水管理計画を開発する
こと。

•  ネスレのすべての事業所において社員
とベストプラクティスを共有すること。

•  世界中のネスレの事業所周辺の学校や
村で、水、下水処理、衛生に関するプロ
ジェクトを実施すること。

パフォーマンス
•  2007年以降、国際赤十字・赤新月社

連盟（IFRC）と協力して、10万人以上
に水と衛生の利用手段を確保。

•  2011年には世界で、水と衛生に関する
40のパートナーシッププロジェクトが
実施され、2010年には126のネスレ工
場がコミュニティに清潔な飲料水を提
供。

•  WETプログラム（Water Education 
for Teachers）を多数の国で実施。

主な課題
•  8億8,400万人が整備された水源から

の水を入手することができず、26億人
が適切な下水処理設備を利用できず、
最貧層の人々が水を購入するには最大
で富裕層の10倍もの代金が必要という
受け入れ難い現状の改革を支援するこ
と。

•  こうした現状が公衆衛生に重大な問題
を引き起こしたり、ネスレの生産活動
に関連した水の需要に対する利害衝
突を悪化させたりする可能性があるた
め、必要とされる効果的な解決策を支
援すること。

コートジボワール

ミレニアム開発目標：飲料水
の確保と下水処理施設の整備
管理されていない水源、あるいは現地の
沼の水をそのまま飲料水として使っている
人は、現在、世界に8億8,400万人います。
下水処理状況はさらに悪く、水洗トイレ、
公衆便所、適切な汚物処理といった整備
された下水処理施設を利用できない人は
26億人もいます。これらは共同で組織的
に取り組む必要がある国際的な問題です
が、IFRCやコートジボワールの赤十字社
と協働するなど、私たちができることに全
力を注いでいます。
左：コートジボワール、セリヒオではボー

リングにより地域の水源を確保し
ています。IFRC、コートジボワ

ール赤十字社、ネスレの合同
プロジェクトの成果の一つ
として、2007年以降、6万人
以上が整備された水施設や
下水処理施設を使えるよう
になりました。

8億
8,400

万人
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2006年に初めて公表された水の利用と管理に関するネスレの「W.A.T.E.R.方針」
は、私たちの事業活動、サプライチェーンおよび地域社会との関わりを通じて「水資
源」の分野でのパフォーマンスを上げる鍵となるものです。こうした方針は継続的な見
直しに基づいて発展させるもので、今後もステークホルダーから意見を集めていきま
す。2011年、これらの方針について社内で広範囲に及ぶ評価が行われ、同時に外部の主
要な専門家とも協議をしました。その結果が右の5つの方針であり、ステークホルダー会
議に参加した水の専門家の貴重な意見を含めたフィードバックを収集しながら、今後内
容をさらに改善していく予定です。

これまでご意見を下さった下記の専門家の皆さまに感謝の意を表します。ご意見は今
後の活動の参考にさせていただきます：

●　 アシット・K・ビスワス教授、第三国水管理センターの提唱者；
●　 ジョン・ブリスコー教授、ハーバード大学 環境工学；
●　 コリン・チャーター、国際水管理研究所　所長；
●　 ジャン・ランドクビスト教授、ストックホルム国際水協会　上級科学顧問；
●　 スチュワート・オーレ、WWFインターナショナル　淡水担当理事；
●　 ガヴィン・パワー、国連グローバル・コンパクト副理事兼CEOウォーターマンデ

ート代表；
●　 イスマイル・セラゲルディン教授、アレクサンドリア図書館館長兼学問・調査・

科学・国際研究所の顧問委員

「W.A.T.E.R.」方針の主要パフォーマンス評価指標について
私たちは定性的な「W.A.T.E.R.方針」の確約に対するパフォーマンスの体系的な評価

を可能にする一連の主要パフォーマンス評価指標を開発しています。この取り組みは現
在進行中で、今後5年以上にわたってパフォーマンスを追跡できるような、包括的で厳格
な指標を明確にする必要があります。そのためには、事業の幅広い分野での専門家との
協議が必要です。流域レベルでの影響こそが、今日の世界的な水問題に対応する進捗状
況の最終的な指標になりますが、私たちはこのレベルでパフォーマンス追跡の必要性と
ともにそのその難しさも認識しています。

 ネスレの事業を通じて水の効率的な利用
を達成するために尽力（Work）する

水源管理に卓越し、ネスレの施設における水の利用量の削
減に優れた結果を出す

水に関して効果的な方針と管理体制を支
持し提唱（Advocate）する

水に価値を置く公共政策をすべてのレベルで推進する

排水を効果的に 
処理（Treat）する

清潔な水を環境に返すための厳格な目標を設定する

サプライヤー、特に農業関連のサプライ
ヤーと協働（Engage）する

流域レベルでの影響に焦点を置いて水管理の改善を支援
する

水の利用と保全に対する 
認識を高める（Raise）

社員、コミュニティ、消費者が水についての責務に関心を
持つよう働きかける

ネスレと水の未来

本報告書では、注力分野である「水資源」における「共通価値の創造」について、これまでの進
捗状況と主な課題を述べてきました。以上の結論として、「水資源」の分野におけるネスレの今
後について検証します。

ネスレ W.A.T.E.R. 方針
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