特集

「水のサステナビリティ」
の
実現をめざして
——
「水と生きる」奥大山ブナの森工場
２００８年３月、熊本県・南阿蘇、山梨県・白州に続く、
「サントリー天然水」の第三
の生産拠点として、鳥取県・奥大山に新しい工場が稼動しました。
サントリー天然水㈱ 奥大山ブナの森工場。ここは、最新鋭の設備・技術による徹
底した衛生管理のもと、PETボトル容器成型から充填包装、品質管理に至るまでを
一貫して行うミネラルウォーター専用工場です。
将来にわたり、豊かな自然の恵みをお客様にお届けできるよう、自然界の水の循環
に負荷をかけない事業活動を実現していく
—— 私たちサントリーのめざす姿がここにあります。
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水とともに歩んできたサントリー
酒類・飲料メーカーにとって、良質な水は事業の生命線ともいえる大
切な資源です。
創業以来、サントリーは、水の品質にこだわり続けるとともに、有限な
資源としての水の貴重さを深く認識しながら事業活動を展開してきまし
た。現在、全国に展開しているウイスキーやビール、
ミネラルウォーター
の生産拠点は、いずれも豊富で良質な水に恵まれた地にあります。

美しい自然、水の宝庫「奥大山」
奥大山ブナの森工場は、
「大山隠岐国立公園」
に隣接する地にあります。
この地は、広大なブナの森が生い茂る西日本有数の豪雪地帯。
その地中
深くには、清冽で適度なミネラル分を含んだ天然水がたたえられていま
す。加えて美しい自然環境と、降雪量の多さに支えられた豊富な水量。
この地が、
「サントリー天然水」第三の水源地に選ばれた理由はそこに
あります。

「水と生きる」を実現する自然共生型工場
水は、山から流れ川となり、やがて海で蒸発し雨や雪となって再び大
地に還るという自然の大きなサイクルをかたちづくっています。
奥大山ブナの森工場がめざしたのは、こうした自然界の水の循環に負
荷をかけない「自然共生型工場」になること。
その実現に向けて、私
たちは、水を育む森を守り、水を大切に使い、水をきれいにして自然に
還す——さまざまな「水と生きる」取り組みに力を注いでいます。

サントリー天然水㈱ 奥大山ブナの森工場
▼工場所在地

鳥取県日野郡江府町大字御机字笠良原1177

▼敷地面積

約 27 万 m2

▼竣工

2008 年 5月9 日

▼年間生産能力

1,500 万ケース

▼生産品目

「サントリー天然水〈奥大山〉」
（2R、
500mR）

日本海
米子

鳥取県
大山

島根県

サントリー天然水㈱
奥大山ブナの森工場
岡山県
広島県

瀬戸内海

サントリー CSR レポート 2008

10

水を育む森づくり
水は森の地面にしみ込み長い時間をかけて地下水となっていきます。
おいしい水は、森がなければ生まれません。
この大切な水を育んでいくために、私たちは森を守る活動を行っています。

おいしく安全な水を求めて
工場建設プロジェクトが始まったのは 2005 年。全国約

取する水量以上の地下水を涵養できるだけの面積の森を

５０カ所の候補地から選ばれた奥大山は、硬度約２０の口

保全していくことを目的に、奥大山では、鳥取県および江府

当たりやわらかな水に恵まれた名水の地です。奥大山の選

町と契約を結んだ「とっとり共生の森」と、国との契約によ

定においては、
その味わいだけでなく、天然水の品質の安定

る国有林「法人の森林（もり）
」の 2 カ所計約 147ha を
「天

性や地下水量といった水そのものの調査、周囲の環境や

然水の森 奥大山」とし、水源涵養活動を展開しています。

開発計画の調査など、さまざまな視点から水源地としてふ
さわしいかどうかの確認を行っています。また、選定後も
水の味わいのもとになる水質形成過程の解明や将来にわ

「天然水の森 奥大山」

たり水を大切に使っていくための調査・解析を継続して行
うことで、
お客様の安全・安心を確かなものにしています。

かけがえのない水を守り育むために
降った雪や雨を受け止め、地下深くに蓄えてくれる森がなけ
ればおいしい水は生まれません。
サントリー「天然水の森」
はそのかけがえのない水の安全・安心と、
「サステナビ
リティ（持続可能性）
」を守るための活動です。工場で採

サントリー水科学研究所による
奥大山の水源調査
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奥大山ブナの森工場の水源に位置する「天然水の森 奥大山」

地元森林組合の方と「天然水の森 奥大山」の
森林保全の施業を確認

鳥取大学監修のもと行う工場敷地内の
緑化には、社員も参加

将来の水のために、

標高 1，709 ｍ。大山隠岐
国立公園の中央にそびえる

今、元気な森をつくることが大切なんです。

中国山地の秀峰・大山

サントリー ㈱ 環境部 三枝 直樹

大山には、西日本一とい
われる豊かなブナの森林
が広がる。ブナは、地下水
の涵養機能に優れている

ブナが 生い茂る森には、
日本に生息する野鳥の多
くが 観 測されている。写
真はオオルリ

長期的、科学的な視点に立った森づくり

次世代に水の大切さを伝えたい

全国で 9カ所めの水源涵養活動の場となる「天然水の森

清らかで豊かな水を次代に引き継ぐために、こどもたちに

奥大山」の契約期間は 30 年。森が水を育む力を維持・

こそ自然環境の大切さを学んでほしい——そうした願いか

強化していくためには、エリア固有の自然環境や生態系に

ら、サントリーではさまざまな環境教育にも積極的に取り

十分に配慮した森づくりを、長期的に、科学的な裏づけの

組んでいます。

もと行っていくことが不可欠です。

2004 年「天然水の森 阿蘇」
（熊本県）から開始した「森

奥大山の森では、鳥取大学の監修を仰ぎ、地元森林組合

と水の学校」は、こどもたちを対象に行う、森と水（自然）

などと協力しながらエリア全域の植生調査を実施。その結

をテーマとした体験学習です。
「天然水の森 奥大山」では、

果に基づき、
森の問題点を洗い出したうえで、
どのような“手

今年 8 月から開校（7 月 1 日から募集開始）の予定。奥

当て”が必要か、どういったステップをたどり、将来的に

大山ならではの大自然を舞台に、水や木や土、生き物たち

どのような森に育てていくのか、といった整備方針を策

と触れ合いながら、水の大切さや水を育む森の大切さを

定し、高い水源涵養機能を長期にわたって発揮できる森づ

伝えていきます。

くりを進めています。
こうした「天然水の森」での活動は、水源涵養機能の強
化にとどまらず、
ＣＯ２吸収能力の向上や複雑な植生の回復、
多様な動物が生息できる環境の実現、自然災害の防止な
ど、環境へのさまざまな効果にも結びついています。

自然や水を大切にする気持ちを
育てていきたいと思っています。
サントリー ㈱ 環境部 森 揚子
5 月 17 日、
「天然水の森 奥大山」での社員による
森林保全活動を初めて実施

次世代環境教育「森と水の学校」
（写真は阿蘇校でのプログラム）
サントリー CSR レポート 2008
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水にやさしいものづくり
サントリーは水に生かされ、水を生かす企業です。
だからこそ、私たちは、有限で貴重な水を大切に使い、
自然に還す努力を忘れません。

使う水をできる限り節約
工場で使う水をできるだけ少なくすること、工場から出てい

製品の中味や工程で使用する水の品質管理は、工場にお

く水はもとの自然に限りなく近い状態にすること——奥大山

ける日常の取り組みに加えて、自社の分析機関「安全性科

ブナの森工場は、
「自然共生型工場」として、限りある水

学センター」でも実施。国内外の工場で使うすべての水に

資源にやさしいものづくりをめざしています。

ついて「水道法・水質基準項目」に、サントリー独自の項

工場では、地下約 100m の深井戸から天然水を汲み上げ

目を加えた約 200 項目にわたる定期検査を行うことで、そ

使用しています。製品や中味に使用する天然水は、高度に

の安全性を保証しています。

清浄化された環境下で、厳しい品質管理のもとボトリング
されます。一方、ボトルやキャップの洗浄などさまざまな製

工場で使う水をできる限り少なくすること。

造工程で使用する水は分別回収を行ったうえ、可能な限り

それが私の目標です。

エンジニアリング部門 山本 浩也

循環利用（再利用）することによって使用量をできる限り減
らす努力を続けています。
また、どうしても再利用できない水は、清流のレベルまで
処理を行い、環境に影響のない水質や水温であることを
確認したうえで放流し、周辺の自然環境の保全を実現して
います。洗浄・殺菌工程で使用した薬品などを含む排水
は分別回収し、場外の専門業者による処理を行っています。

水は、外気に触れることのない
クリーンな環境でボトリング
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24 時間体制で工場から出る
排水を監視

水の循環利用設備の管理

製造工程のさまざまな段階で
水の品質を検査

ＣＯ2 削減への取り組み
「自然共生型工場」として環境負荷を低減するさまざまな技術導入や工夫を行っています。

LNG（液化天然ガス）

蓄熱システム

メタンを主成分とした天然ガスを液化した LNG は、石油・

蓄熱システムは、生産工程で発生した余分な熱をエネル

環境に配慮したエネルギーの利用

廃熱を回収して有効利用

石炭といった他の燃料に比べて燃焼時の CO2 排出量が

ギーとして蓄熱タンクに蓄え、必要なときに放出して使用

少なく、また、酸性雨の原因となる硫黄酸化物（SOx）

するしくみです。小容量に多量の熱量を蓄えることができ

が発生しない環境配慮性の高いエネルギーです。

る潜熱蓄熱材を採用し、これまで活用できなかった熱を
効率的に回収。工場全体の約 4％の CO2 排出量を削減
します。

LNGサテライト

雪室（ゆきむろ）

蓄熱タンク

軽量化

雪を使った自然エネルギーの利用

PETボトル

中国地方有数の豪雪地帯に位置する奥大山ブナの森工

PETボトルの軽量化は、資源の節約だけでなく、容器の

場は、冬になると雪が 1 〜 3 ｍ積もります。この積もった

製造やリサイクルに使うエネルギーの削減にもつながりま

雪を雪室に保管し、必要なときに約 7℃の冷水をつくりま

す。奥大山ブナの森工場でつくられるボトルは、ボトル本

す。自然エネルギーである雪を利用したこの冷水は、夏の

体だけでなく、ラベルやキャップに至るまで先進技術によ

冷房や生産設備の冷却に用いられ、CO2 排出量の削減

る軽量化を実現しています（P.37 参照）
。

に貢献しています。
雪を保存中の雪室

軽量化PETボトル

「水と生きる」
を具体的なかたちに
奥大山を初めて訪れたとき、その自然の美しさに圧倒されました。同時に、この大自然が育む
水を扱わせていただき、事業活動を行っていくことの責任の重さに身が引き締まる思いでした。
自然の恵みを魅力ある商品としてお客様にお届けできることは、メーカーとしてこのうえない喜
びですが、これまで守り続けてこられた恵まれた環境であればあるほど、そこに立地することの
難しさをともないます。ここ奥大山という地で、いかに自然との共生を図り、地域と融合していく
か——これまでサントリーが蓄積してきた技術をベースに、私たちが力を注いだのが、
「水と生きる」
姿を具体的なかたちにしていくことでした。
自然環境、とりわけ「水」利用による環境影響の最小化に努めながら、地域社会を潤す「水」
のような存在になりたい。工場はようやく稼動を開始したばかりですが、あたかも以前からこの
地域に存在していたような、奥大山の自然の循環の一部として溶け込んでいるかのような、そう
した姿に一歩でも近づけていきたいと考えています。

サントリー天然水㈱
代表取締役社長
奥大山ブナの森工場 工場長

徳田 昌嗣
サントリー CSR レポート 2008
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