
   PETボトル再生素材の購入
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グリーン調達とは、生産に必要な容器

包装資材などを購入する際に、環境に

配慮した製品を優先的に選択するこ

とです。

サントリーでは「グリーン調達基本方

針」「グリーン調達ガイドライン」を定

め(1999年)、個々の資材に対して基

準を設けると同時に、各サプライヤー

に環境対応を要請しています。

現在、取引先工場の8割が環境マネジ

メントシステムISO14001を認証取得

するなど環境対応が向上し、「グリー

ン調達ガイドライン」の取引先評価基

準に基づくグリーン調達総合評価で

も、2005年対象の36社の平均は3.7

点(5点満点、2004年も平均3.7点)と

なりました。今後もさらなる向上を目

指していきます。

今後は、サプライヤーと協働したCSR

の観点にたった取組みが不可欠にな

るため、サントリーではグリーン調達

から進化したCSR調達の展開に向け

て検討を進めています。

サントリーは、1996年からグリーン

購入に取り組み、2000年には、「サン

トリーグリーン購入基本方針」を制定

し、運用しています。

一層の推進を図るため、「グリーン商

品」が豊富に品揃えされているネッ

ト購買システムを2001年に導入し、

2003年4月からはグループ各社にも

拡大、2005年度は4社増えて計28社

となりました。

今後もネット購買システムをグループ

会社に広げ、グループ全体のグリーン

購入を進めていきます。

●さまざまな機会を

通じてグリーン購入を推進

ネット購買システムでは「グリーン商

品」を定番商品(推奨商品)として設

定しています。アイテム数では83%

が「グリーン商品」となり、2005年

度のグリーン購入金額比率は85%

になりました。なお、容器リサイクル

推進にもつながるガラスびんカレット

をタイル・ブロックに再生した製品を、

1998年の購入開始以降これまでに

約4,600㎥利用するとともに、ペット

ボトル再生繊維の制服も積極的に採

用しています。

また営業車への低公害車導入も積極

的に推進し、全760台に対して採用率

が85%となりました。これからもあら

ゆる機会を通じてグリーン購入を推進

していきます。

九州熊本工場では、工場が竣工した2003年から製造ラインの缶を搬送するコンベア

に再生プラスチックチェーン「エコチェーン」を使用しており、購入から3年経った現在

も新品と全く変わらない性能を発揮しています。また、その他の6工場では、2003年か

ら2004年にかけてチェーン再生に関してコンベアメーカーと契約を結び、使用済みの

チェーンをリサイクル材として提供しています。現在までに約3トンの使用済みチェーン

を提供し、その一部はすでに約900m分のリサイクルチェーンとして再生されています。

商品を搬送するエコチェーン(九州熊本工場)

エコチェーン

PETボトル再生繊維の
ユニフォーム

グリーン購入の推進

工場におけるグリーン購入〜エコチェーンの導入〜

グリーン調達・グリーン購入
調達・物流における取り組み

お取引先とともに環境負荷の少ない資材・原材料や 
製品・サービスの調達・購入を優先的かつ積極的に進めています

グリーン調達の推進
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サントリーグリーン調達基本方針（1999年制定）

資材の評価基準

１.再生資源ならびにエネルギーなどに関する法律・条例に適合し

ていること

２.法律およびサントリーの定める使用禁止物質を含有していな

いこと

３.廃棄にあたり、化学物質、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染発生

の環境負荷が低いこと

４.再生資源の使用や小型化などにより省資源や省エネルギー化

が図られていること

５.リサイクル設計がなされていること

６.処理や処分が容易なこと

７.資材に関する環境情報を公開していること

取引先の評価基準

Ａ.ISO14001を取得していること

Ｂ.ISO14001を取得していない場合、下記ガイドラインの項目に

従って経営管理されていること

１.環境保全に関する企業理念・方針を有し関連会社を含む全部門、

全従業員に周知すると共に、一般の人々にも開示していること

２.環境保全活動を推進する組織および環境管理計画を有すること

３.法規制や環境側面を評価・管理するシステムを構築していること

４.省資源、省エネルギーの生産管理体制になっていること

５.省資源、省エネルギー及び排ガス抑制等のための物流合理化

に取り組んでいること

６.環境保全に関する教育・啓発を従業員および関連する業務従

事者に対し行っていること

７.環境負荷低減に関する情報を積極的に提供すること

サントリーグリーン購入基本方針（2000年制定）

持続可能な社会の構築のために、環境に与える負荷ができるだけ小さい原材料・製品・サービスなどを

優先的に購入する活動である「グリーン購入」に、サントリーグループ全体で積極的に取り組む。

１.購入の基本的な考え方

●地球資源保護のため、必要な量だけ購入する。

●環境に与える負荷が小さい物品・サービスを優先的に購入

する。

●環境保全に積極的な取り組みをしている取引先からの購入を

優先する。

２.物品購入などの基本的な考え方

●法律、関係団体の規定、社内基準などがある場合はそれに

従う。（社内基準とは、商品設計ガイドラインなど）

●関係する基準がない場合は、以下を判断基準とする。

①第三者機関が発行する「環境ラベル」（エコマーク等）の取得

②下記の視点で、より環境負荷が少ないこと

・環境汚染物質などが使用されていない、または削減の工夫

がある

・製造・流通・使用の各段階で、資源やエネルギーの消費量が少

ない

・生態系を壊さない資源採取をおこなっている

・修理・部品交換などにより長期間使用可能である

・再使用が可能である

・リサイクルが可能である（分別が容易な設計、リサイクルシス

テムがあるなど）

・再生素材および再使用部品の使用率が高い

・処分（焼却・埋立）された時に有害物を出さない

３.対象とする物品など

オフィス用品、資材、原料、設備などサントリーグループが購入

するすべての物品・サービス
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サントリー 

輸送依頼情報
(洋酒・ビール・ワイン)  

サントリーフーズ

輸送依頼情報
(清涼飲料)

包材メーカー

輸送依頼情報
(缶・びん・ダンボール他) 

他 社 

輸送依頼情報
(電化製品など)  

サントリー (株) 

統合配車®システム 
① より少ない台数で
② 空車で走る距離・時間をより短く

③ 1台あたりの売上がより高く
④ 最終帰着地点が出発地点により近くなる

ような配送ルートを検索します。 

最適貨物の組み合わせと最適ルート決定 
各運送会社へ配車連絡 

統合配車管理画面で 
リアルタイム管理 

 A 運送会社 B 運送会社 C 運送会社 D 運送会社

    輸送時におけるCO2排出
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   モーダルシフト比の推移
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   大型化率の推移
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サントリーは、原料・包資材の調達から

商品をお客様にお届けするまでの一

連の物流・輸送業務に関して、地球環

境への負荷を軽減するため、モーダル

シフトの推進とともに、自社で開発した

「Web統合配車®システム」を活用し、

高効率輸送を実施しています。

2005年度の輸配送量(重量×距離)は

前年度比1%減でしたが、輸送効率の

改善により、CO2排出量は前年度比

3%減の2,600トン削減、またSOxおよ

びNOxの排出量はそれぞれ5%減とな

りました。

国土交通省が推進するグリーン経営

認証については、2005年度末現在

39拠点が取得しています。（P.32「お

取引先との関わり」参照）

また、2006年4月の「改正省エネ法」

施行に先立ち、輸配送業務を委託して

いる物流協力会社の月別・車両別走行

距離、燃料使用量、積載量などをもと

に、CO2排出データを収集し、実態の

把握および今後の具体的な削減目標

を策定するなど、サントリーグループ

一体となった、環境保全に配慮した物

流の実践に努めています。

サントリーグループでは、「統合配車®

システム」により、使用するトラックの

台数や、空車状態で走行する距離・時

間の削減を図っています。さらに、他社

と貨物情報を共有することにより、1

台の車両に複数の企業の貨物を組み

合わせるなど、輸配送時のロスを減ら

すことで、環境負荷の一層の軽減を

図っています。

また、物流協力会社に対しては、停車

時にエンジンを止めるアイドリングス

トップ、運行状況を正確に把握・管理

できるデジタルタコメーターの装着な

ど、環境負荷の少ない運転の徹底を

お願いしています。

トラック走行台数を少なくするため

に、サントリーグループはトレーラー

や25トン車といった大型車両への変

更を進めています。2005年度末時点

での大型車両の比率は77%となり、

前年度比で8ポイント向上しました。

今後も統合配車とあわせて大型化を

推進していく計画です。

中長距離輸送については、トラックに

比べてCO2排出量が少ない鉄道・海上

船舶輸送に配送方法を変更するモー

ダルシフトを推進しています。2005

年度は海上輸送が5％増、鉄道輸送は

前年度並みとなり、モーダルシフト率

は前年度比5ポイント増の33％となり

ました。また500km以上の輸送では、

モーダルシフト率64.8％をすでに達成

しており、国土交通省の目標（2010年

までに50％）を大きく上回っています。

環境に配慮した物流の実践で
CO2削減

統合配車の拡大・拡充

使用車両の大型化を推進

モーダルシフトの推進

物流における環境配慮
調達・物流における取り組み

高効率輸送を実現する独自の配送システムを構築し、
地球環境への負荷を軽減しています
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