
自然との共生
サントリーにとって、地球環境そのものが大切な経営資源です。

お客様に水の恵みをお届けする一方で、

美しく清らかな水を守り、大切に使い、良質の水を自然界にかえすことは、

水とともに生きる企業として、重大な責任と考えています。

これからも水の恵みから新しい価値を生み出し続けることができるように、

「人と自然と響きあう」持続可能な社会をめざして、

環境保全活動に積極的に取り組んでいきます。
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私たちは、清らかな水や果実･穀物、森

林や川･海･大気、そして生き物が創り

出す自然の生態系という素晴らしい

循環システムそのものがサントリーグ

ループにとって何ものにも替えること

のできない大切な経営資源だと認識

しています。

しかし、21世紀に入った今、この大切

な地球環境には赤信号が点ってしまっ

ています。

サントリーグループは、環境を悪化さ

せることなく豊かで持続可能な社会

を構築するため、右に掲げる環境負荷

削減の活動に最大限の努力をはらっ

ていきます。

サントリーは、地球環境の保全が人類

共通の最重要課題の一つであること

を認識し、1992年に定めた「サント

リー環境行動指針」をもとに、1997

年に「サントリー環境基本方針」を制

定(2001年12月改定)しました。この

方針は、サントリーグループすべての

事業活動における基本的な考え方と

なっています。

サントリー環境基本方針 (1997年制定、2001年改定)

基本理念
地球環境保全は、21 世紀における人類

の最も重要な課題です。そのためサント

リーグループは、地球環境を経営資源

の一つと認識して環境保全活動に真剣

に取り組み、次の世代に「人と自然と響

きあう」持続可能な社会を引き渡すこと

が出来るよう努力します。

行動指針(1992年制定)
1.環境関連の法規制・協定を遵守すると

ともに、自主管理基準を設定して事業

活動に取り組みます。

2.環境マネジメントシステムを構築し、環

境目的・目標を設定して環境保全活動

に取り組み、継続的改善につなげます。

3.商品・サービスの開発にあたり、ライフ

サイクルの全ての段階における環境負

荷に十分に配慮します。

4.省資源・省エネ、グリーン購入の推進に

より、資源の利用量低減に努力します。

5.地球温暖化物質・環境汚染物質などの

排出抑制、廃棄物の減量化・再資源化

及び容器リサイクルの推進を図ります。

6.地球環境保全のための社会貢献活動

を進めます。

7.広く社会に環境情報を開示し、社会と

のコミュニケーションを推進します。

8.環境教育・啓発などを通じ、グループ全

員が環境意識をもって行動します。

地球にやさしく、より豊かなくらしのために

●エコプロダクツの開発と安全・安心・高品質な調達・生産
●エコファクトリーの推進

─ 省エネ、CO2削減、自然エネルギーの活用
─ 用水量の削減、水質管理の徹底
─ 副産物・廃棄物の排出量抑制と再資源化

●容器の循環利用の推進と効率的な物流システム構築

将来のより良い地球環境の実現をめざして

●森林整備による水源地の涵養
●生物多様性の保全
●未来を担うこどもたちへの環境教育

また以下の新たな活動を積極的に展開してまいります。

かん

持続可能な
社会システム構築のために

サントリー環境基本方針

環境経営の推進

環境活動ビジョン
自然界の循環システムと共生する事業活動をめざして、
環境負荷の削減と自然環境の保護に取り組んでいます

環
境
経
営
の
推
進

環
境
活
動
ビ
ジ
ョ
ン
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サントリーグループでは、「グループ経

営戦略会議」で策定された方針をもと

に、「環境委員会」が各年度の具体的

な環境活動の計画、目標を立ててい

ます。また、環境マネジメントシステム

の国際規格ISO14001認証を取得して

いる事業所では、各サイトの環境保全

委員会を中心とした活動に取り組ん

でいます。

ISO14001認証を取得していない国

内のグループ会社を含め、グループの

環境活動方針・計画が共有化できる場

を設けています。

サントリーの全工場と生産系のグ

ループ会社では、工場環境管理責任

者が参加する「製造場環境管理者会

議」（2006年6月より「エコファクト

リー部会」に改称）を年2回開催。販

売・サービス系のグループ会社では、

32社が参加する「グループ会社環境

推進部会」を定期的に開催し、グルー

プの環境方針を各社の環境活動計画

に反映しています。

また、外食・開発カンパニーの5社を

対象に「グループ会社外食部会」を開

催し、「食品リサイクル法」への対応状

況や改善活動事例などの情報を交換

し、グループ全体の取り組みを強化し

ています。

そのほか、グループの環境活動に関わ

るさまざまな重要事項について、各部

会や合同会議、社内イントラなどを通

じて告知し、周知徹底を図っています。

サントリーグループは、1998年から

環境マネジメントシステム（EMS※1）

の国際規格であるISO14001認証取

得を開始。2005年度までにサント

リー主要12工場※2、生産系のグルー

プ会社4工場、海外グループ会社6工

場、販売系のグループ会社7社で取得

を完了しました。

ISO14001認証を取得している各工

場では、それぞれ内部環境監査員を

拡充するとともに、他の認証取得工

場の内部環境監査に相互参加して情

報を共有し、内部監査の質的向上を

図っています。

2003年12月末

250（30）計

2004年12月末

254（37）

2005年12月末

278（44）

国　内年　度 海　外

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

・利根川ビール工場

・武蔵野ビール工場

・白州蒸溜所&天然水白州工場・木曽川工場
・高砂工場・大阪工場

・登美の丘ワイナリー・山崎蒸溜所
・千歳工場（2006年3月閉鎖）・京都ビール工場
・梓の森工場・榛名工場

・近畿ペプシコーラ販売（株） 

・日本ペプシコーラ製造（株）
・カンバク（株）
・サントリー食品工業（株）宇治川工場
・（株）ダイナック（三木サービスエリア）

・中国ペプシコーラ販売（株）
・南九州ペプシコーラ販売（株）

・サントリー食品工業（株）多摩川工場
・日本ペプシコーラ販売（株）
・東北ペプシコーラ販売（株）
・沖縄ペプシビバレッジ（株）

・ボウモア蒸溜所（イギリス）

・セレボスタイランド
・セレボス台湾

・オーヘントッシャン蒸溜所（イギリス）
・グレンゲリー蒸溜所（イギリス）

・三得利　酒（上海）有限公司（中国）
サントリービール

社 長
（佐治 信忠）

グループ経営戦略会議

委 員：
事 務 局：

関係部署担当部長
環境部（部長 　屋 雅光）

環境委員会（委員長：環境担当役員 小嶋 幸次） 

各カンパニー・
ビジネスサポート・コーポレート

エコプロダクツ部会

エコファクトリー部会

ロジスティクス部会

エコオフィス部会

環境コミュニケーション部会

国内グループ会社環境推進部会

海外生産拠点・グループ会社環境推進部会

グループ環境経営推進体制
(2006年6月現在)

ISO14001認証取得工場・グループ会社一覧（2006年4月現在）

内部監査員数の推移 （人）

グループ会社環境部会

グループでの環境経営を推進

グループ全体で
環境方針・計画を共有

国内外の主要工場、グループ
会社でISO14001認証を取得

※ （　）内は内部監査リーダー実務経験者

※1 EMS
Environmental Management System

※2 2003年7月に竣工した九州熊本工場は、
2006年に認証を取得予定。

環境経営の推進

環境マネジメント
すべての事業所で活動方針を共有し、
グループ一丸となった環境経営を推進しています
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サントリーでは、環境マネジメントの

一環として、一つの商品が開発・企画

されて、廃棄・リサイクルにいたるまで

のライフサイクル全体を通して、環境

負荷低減に取り組んでいます。

水資源保全 自然エネルギーの活用

びん  476百万本
アルミ缶  2,127百万本
スチール缶  2,111百万本
PETボトル  2,862百万本

びん 67千t
アルミ缶 29千t
スチール缶 35千t
PETボトル 53千t
段ボール箱 68千t
その他 14千t

大気汚染・
温暖化対策

容器リユース
リターナブルびん
延べ130百万本
を回収、再使用

INPUT

OUTPUT

調達

原料
223千t

包装資材
265千t

用水
16,456千m3

生産量
酒類・飲料
2,213千kℓ

（自社工場のみ）

燃料 71,761 kℓ
（原油換算）
電気 211,243 千kWh

大気排出

CO2 95千t
SOx 103t
NOx 257t

物流生産 消費

空容器
7,706百万本

びん 90.7%
アルミ缶 86.1%
スチール缶  87.1%
PETボトル※2 62.3%

容器リサイクル率
参考：容器リサイクル率※1

※1 各界業界団体データより（2004年4月〜2005年3月実績）
※2 事業系回収を含む

再資源化

副産物
廃棄物
157千t

水質管理

排水
13,077千m3

公共水域への
排出BOD

31t

大気汚染・
温暖化対策

大気排出

CO2 233千t
SOx 25t
NOx 102t

消費

廃棄

副産物・廃棄物

再資源化

グリーン購入
（P.61〜62）

環境リスクマネジメント
（P.47）
環境汚染事故を未然に防止

技術開発
（P.55〜56）
環境負荷低減のための技術開発

調達
環境負荷が少ない資材
などを優先的に使う

グリーン調達
（P.61〜62）

開発・企画
環境に配慮した商品

「エコプロダクツ」の
企画・開発

（P.57〜58）

生産
環境と調和した工場
「エコファクトリー」

での生産
（P.51〜56）

容器
リサイクル

お客様や業界団体と
協力しながら

容器リサイクルを推進
（P.59〜60）

物流
効率的な輸送で

環境に与える
負荷を低減
（P.63）

販売
省エネルギー及び
ノンフロンタイプの

自動販売機や
空容器回収ボックスの

設置を推進
（P.64）

商品の
ライフサイクル

物質とエネルギーの流れ (対象期間 2005年1月1日〜12月31日)

商品のライフサイクルに
配慮した活動を展開

環
境
経
営
の
推
進

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
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サントリーの商品は自然の恵みであ

る農産物や水を主原料としているた

め、原材料に由来する環境リスクは他

の産業に比べ小さいと考えられます。

しかし、工場では燃料や工程の洗浄・

殺菌用の薬品も使用しているため、あ

らゆる異常・緊急事態を想定して発生

するリスクを評価し、対応策を講じて

います。

●大気汚染防止 

工場ごとに自主基準値を設定して、ボ

イラーなどからの排出ガス中の大気汚

染物質を管理しています。2005年度

の実測値はいずれも自主基準値以内

の値でした。なお当社では、いおう含

有のないガス燃料への転換や低NOx

バーナーの 採 用などにより、SOx・

NOxの排出削減に努めています。

●水質汚濁防止 

工場ごとに自主基準値を設定し、排水

を管理していますが、2005年度は3

工場で、それぞれ日間COD総量・全窒

素濃度・pH値の自主基準値超過（い

ずれも法・条例の規制値以下）があり

ました。

いずれも一時的なもので、すぐに安定

しました。

排水処理設備の運転マニュアルを見

直し、再発防止を徹底しています。

●土壌・地下水汚染対応

2003年に、分析用試薬などの化学物

質管理および土壌汚染調査の考え方

を整理した「土壌汚染対策ガイドライ

ン」を制定し、運用しています。

なお、2005年度は瀬戸ワイナリー（岡

山県瀬 戸町 2001年3月閉 鎖）跡地

で、土壌より当社の使用履歴にはない

物質が、指定基準を超過していること

が判明しましたが、行政の指導のもと

汚染の除去を実施しました。

●アルコール蒸散対応

ウイスキーの貯蔵工程からのアルコー

ル蒸散に対しては、貯蔵庫の密閉化や

回収機器の設置などの対応策を順次

実施しています。

●化学物質管理

当社では「特定化学物質の環境への

排出量の把握等及び管理の改善の促

進に関する法律（PRTR法）」「毒物及

び劇物取締法」「消防法」などの関連

法規に加え、独自の「PRTR法に基づ

く化学物質管理ガイドライン」（2003

年1月制定）をもとに化学物質を管理

しています。

●廃棄物適正処理管理

マニフェスト制度の遵守と廃棄物情

報の一元管理を目的に1999年に「廃

棄物等情報システム」を開発し、廃棄

物の適正管理を徹底しています。マニ

フェストの交付・返却を管理する同シ

ステムは、グループ会社3社・4事業所

を含む23事業所で利用しています。

また、処理委託基準・マニフェスト制

度などを解説した「廃棄物適正処理

ガイドライン」を2003年に発行し、翌

2004年には契約書作成のチェックリ

ストを兼ねた「産業廃棄物処理委託

契約書作成の手引き」を作成し運用し

ています。なお、PCB使用機器の使用・

保管状況は次の通りです。

これらのPCB廃棄物は廃棄物処理法

に従って適正に保管し、また「PCB特

別措置法」に基づいて、自治体に保管

状況を届け出るとともに、処理事業の

整備状況を確認しながら、処理登録

申請を進め、計画的な処理を図ってい

ます。

●アスベスト含有建材対応

2005年7月に施行された「石綿障害

予防規則」をはじめ、関連する法令や

行政指導をもとに同年8月に約800

の営業拠点、工場、グループ会社店舗

などを対象とした実態調査を行いま

した。その結果、一部の事業所でアス

ベスト含有建材の使用が確認されま

したが、法令に則り適切な措置を行い

ました。

●苦情・事故・訴訟

2005年度は、工場近隣から7件の苦

情を受けました。その内訳は騒音に関

するものが4件、悪臭に関するものが

1件、トラック運行に関するものが2件

でした。

騒音については対象設備に防音ラ

バーやサイレンサーを取り付け、悪臭

については悪臭成分を水中で吸収す

る設備を設置しました。また、トラッ

ク運行については乗務員に車両運行

ルールの遵守を指導しました。

なお、環境問題に関する訴訟は発生し

ていません。

コンデンサ

変圧器

照明器具安定器

保管中

88 台

3 台

1,768 個

使用中

0 台

5 台

0 個

2002年度

2003年度

2004年度

2005年度

事業所

研究センター

研究センター

化学物質名

アセトニトリル

ジクロロメタン

アセトニトリル

該当なし

該当なし

用途

試薬

試薬

試薬

取扱量（t）

1.2

2.4

1.8

1トン以上のPRTR対象物質の取扱量

PCB使用機器の保有数(2006年3月現在)徹底した
環境リスク対策の実施

（注）1 集計期間（年度）は2005年4月〜2006年3月。

2 集計範囲はサントリー単体です。

（注）保管中の変圧器3台のうちの2台、使用中の5台は
低濃度PCB汚染物です。

環境マネジメント
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サントリーは、環境保全活動の効果

を定量的に評価するツールの一つと

して、環境省「環境会計ガイドライン

（2005年版）」に準拠した環境会計を

開示しています。

2005年度は、排水処理および省水対

策などで環境投資額が若干増加しま

したが、環境費用額については過年度

に実施した設備投資の償却が完了し

たため減少しました。

経済効果については、新たに稼動した

コジェネレーションシステムにより燃

料消費量が増加したものの、電気の削

減につながりました。

今後は、集計対象の見直しや開示方法

の工夫を検討していく予定です。

「JEPIX」で環境効率を評価

サントリー全工場の2000年度から

2005年度までの環境効率の推移を

JEPIX※を利用して評価しました。

その結果、工場新設などが影響した

2003年度を除き、2000〜2005年

度は改善傾向が認められています。

汚染物質
排出量削減

CO2
排出量削減

エネルギー
消費量削減

水資源
使用量削減

廃棄物
排出量削減

輸送量削減

SOX

NOX

CO2

燃料

電気

用水

副産物廃棄物
排出量

再資源化率

輸送量(重量×距離)

CO2

25

11

110

50

228

104

66,105

30

211,411

96

16,144

7

159,206

73

100.0

1,457

97

25

11

102

46

233

105

71,761

32

211,243

95

16,456

7

156,520

71

100.0

1,439

95

▲0t

　9t

▲3千t

▲5,036kℓ

　2,150千kWh

▲160千m3

　4,178t

　

　37百万t・km

　　　　3千t

総量（t）

原単位（g/kℓ）

総量（t）

原単位（g/kℓ）

総量（千t）

原単位（kg/kℓ）

原油換算（kℓ）

原単位（ℓ/kℓ）

総量（千kWh）

原単位（kWh/kℓ）

総量（千m3）

原単位（m3/kℓ）

総量（t）

原単位（kg/kℓ）

（％）

（百万t・km）

（千t）

項目 単位 2004年度 2005年度
原単位べースでの
対前年度削減効果

事
業
エ
リ
ア
内

公
害
防
止

地
球
環
境
保
全

資
源
循
環

公害防止コスト
●水質汚濁防止・大気汚染防止　他

地球環境保全コスト
●CO2回収　●省エネルギー　●コジェネレーション
●嫌気処理　他

資源循環コスト
●再循環による節水　●汚泥減量化　●廃棄物再資源化　他

計

上・下流コスト
●容器包装の再資源化委託料　●環境対応容器包装対策　他

管理活動コスト
●社会教育、EMS構築　●CSRレポート、展示会
●天然水の森　他

研究開発コスト
●廃棄物情報システム　他

社会活動コスト
●緑化、愛鳥活動　他

環境損傷対応コスト

合計

34

318

43

395

0

41

0

0

0

436

1,266

1,195

1,325

3,786

1,088

628

12

208

0

5,722

項目
環境投資額

2004年度

環境費用額

102

231

156

489

0

33

0

0

0

522

978

787

1,269

3,034

1,065

632

36

153

0

4,920

環境投資額

2005年度

環境費用額

事
業
エ
リ
ア
内
コ
ス
ト

（注）1 投資額： 投資目的の50%以上が環境保全を目的としたものは全額環境投資とみなしました(検収ベース)。

2 償却費： 投資の50%以上が環境保全を目的としたものを過去5年間さかのぼり一律10年間の定率償却とし
ました。

3 直接把握が可能な管理活動・社会活動・研究活動の費用は原則として全額を直接把握しました。直接把握が困難
な費用については、工程別に過去の実績調査に基づいた比率で按分・配賦しました。

リサイクル（副産物売却）収入

省エネルギーによる費用削減額

廃棄物処理費用削減額

96

259

▲85

84

▲306

▲164

項目 2005年2004年

エ
コ
ポ
イ
ン
ト(

億)

環
境
効
率(

ℓ
／
エ
コ
ポ
イ
ン
ト)

環境効率（生産数量／エコポイント）環境負荷
あたりの生産量を示しており、数値が大きい程良い

エコポイント（億）総合的環境影響度を示す指標

0

1

2

3

0

4

2

6

8

10 4

2000 2001 2002 2003 2004 2005

サントリー単体の環境保全コスト（対象期間：2005年1月1日〜12月31日） （百万円）

サントリー単体の環境保全効果（対象期間：2005年1月1日〜12月31日）

（注） 本年度から「CO2排出量削減」は「地球環境保全」に、「水資源使用量削減」は「資源循環」の項目にしています。

グループ会社の環境保全コスト
(国内主要25社)

377 2,612

環境投資額
2004年度

環境費用額

17 2,500

環境投資額
2005年度

環境費用額

（百万円）

サントリー単体の経済効果 （百万円）

（注） 経済効果は、実際の金額で把握可能な項目（リサ
イクル収入、省エネルギーによる費用削減、廃棄
物処理費用削減）に限定しました。

（注） 2004年度に発生した公害防止コスト（排水）関連
投資が一巡し、2005年度の環境投資額は減少し
ています。

環境効率の推移

環境会計の開示

2005年度の評価と分析

※ JEPIX（Japan Environmental Policy 
Index：日本における環境政策優先度指数）
各種環境負荷のそれぞれに重み付けを行い
単一評価指数として評価する手法です。「文部
科学省21世紀COEプロジェクト（国際基督
教大学）」の一環としてJEPIX指標実践のため
に開催されたJEPIXフォーラムに2003年か
ら参画しています。

実績と評価

実
績
と
評
価

環境会計

環
境
会
計

環境経営を推進するために、
環境保全に要したコストとその効果を算出・検証しています
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● 本社・お台場オフィス・九州熊本工場
でのISO14001認証を取得

● 国内グループ各社でのEMSレベル
アップ

● エコプロダクツの継続的な開発
（容器包装における3R推進）

● ユーティリティ原単位：
各工場前年度比1%以上削減★

● 用水削減研究継続★
● CO2排出原単位：
各工場前年度比1%以上削減★

（燃料転換による改善を除く削減
目標）

● 燃料転換によるCO2削減推進★

● 国内主要グループ会社での実施
● ネット購買システム導入社数拡大
● グリーン購入ガイドラインの改定

● 工場廃棄物・副産物再資源化率
100%の維持★

● 本社・お台場オフィスでの再資源化率
1％改善★

● 外食グループ会社での食品廃棄物再
生利用等実施率20%以上達成とさら
なる推進

● 効率的・実効的容器リサイクル
システムの構築推進

● 社会・環境活動情報の積極的開示

● 地域と連携した水源保全活動の拡大
● お客様向け環境情報提供・
次世代向け環境教育の実施

● 海外事業所を含むサントリーグループ全体での
環境マネジメントシステム稼動・環境経営度向上

● 容器対応を中心としたエコプロダクツ開発を継続的に推進

● 海外を含む全事業所で実施

● 工場廃棄物・副産物再資源化率100%の維持★
● 本社・お台場オフィスの廃棄物再資源化率100%の達成・維持★
● 食品廃棄物再生利用等実施率20%以上の達成・さらなる推進

● 効率的・実効的な容器リサイクルシステムの構築推進

● 社会・環境活動情報の積極的開示

● 地域と連携し、地球環境保全の活動を多面的に展開

2006年度目標 中期目標（2008年度） 2003年12月改定

ユーティリティ原単位※

燃料
2003年度比5.6%削減★　　　

（1990年度比では56%削減）

電気
2003年度比8.1%削減★

（1990年度比では46%削減）

用水
2003年度比5.5%削減★

（1990年度比では46%削減）

1.環境マネジメント
システム構築

● 本社・お台場オフィスでのISO14001
認証取得に向けての活動開始

● グループ会社における環境
e-ラーニング展開

P.45〜47
P.67

● エコプロダクツの継続的開発（容器
軽量化・リサイクル容易化の推進）

● ユーティリティ原単位：
各工場前年度比1％以上削減★

● 用水原単位のさらなる削減への研究★
● CO2排出原単位：
各工場前年度比1％以上削減

（燃料転換による改善を除く目標）★
● 燃料転換によるCO2削減推進★

● 国内主要グループ会社・
海外事業所での実施

● 工場廃棄物・副産物再資源化率
100%の維持★

● 本社・お台場オフィスの
廃棄物再資源化率2％改善★

● 食品廃棄物再生利用等実施率
20%以上（2005年10月段階での
単月達成）

● 効率的・実効的な容器リサイクル
システムの構築推進

● 社会・環境活動情報の
積極的開示

● 地域と連携した水源保全活動の拡大
● 次世代教育の推進強化
（「森と水の学校」
「エコキッズノート」の活用）

● 国内グループ会社4社であらたにISO14001の認証を取得
● 本社・お台場オフィスの2006年度認証取得に向けた部署を環境部内に設置
● 国内グループ会社中32社、1,696名が環境e-ラーニングを受講、内1,527名が修了
（修了率90%）

● 2005年度PETボトル軽量化比率 76%（2004年度は61%）
サントリーのPETボトルの本数の４分の3以上が軽量ボトルとなりました

● 食品2工場でPETボトル自社成型（インプラント）を開始し、輸送時の環境負荷を低減

● 原単位前年度比
燃料：8%増加（90年度対比52%削減）★
電気：1%削減（90年度比45%削減）★
用水：増減なし（90年度比45%削減）★

● CO2排出原単位前年度比：1%増加（90年度比53%削減）★

● 事務用品におけるグリーン商品購入金額比率 85%
● 事務用品におけるグリーン商品登録比率 83%
● ネット購買システム導入グループ会社拡大社数 4社（計28社）

● 工場での再資源化率 100.0%を維持★
● 工場・研究所計25 ヶ所を対象に「廃棄物適正処理検討会」を実施　
● 本社・お台場オフィスでの再資源化率 97%（前年度比2%改善）★
● 外食グループ会社での、10月時点食品廃棄物再生利用率20%の目標未達成

● 容器包装の各素材別リサイクル促進団体に加入し、
市場でのリサイクルシステム高度化を推進

● 「サントリー CSRレポート2005」を発行
● 第9回環境報告書賞「サステナビリティ報告書賞」(主催：東洋経済新報社 グリーンリ
ポーティング・フォーラム)にて優秀賞受賞

● 「エコプロダクツ2005」に出展、昨年に引き続き次世代教育を主眼とした
ブース作りを行い、1万人を上回る皆様にご見学いただくことができました

● 多様なステークホルダーの方 と々ダイアローグを実施

● 和歌山県「湯の峰」、長野県「塩尻」にて地域連携の森作り制度に参加
「天然水の森」（サントリーの森林保全活動推進地域）は合計8 ヶ所となる
● 大阪府・京都府「天王山」、京都府「西山」で自治体、NPO、学識経験者、地域の皆さんと
森林整備の協議会を設立し、保全計画に則り整備活動を開始

● 全国各地の「天然水の森」など5 ヵ所で、従業員およびその家族約250名、
地域ボランティアの方110名が参加し、枝打ち等の森林保全活動を実施

● 九州熊本工場が第19回「肥後の水資源愛護賞」（主催：（財）肥後の水資源愛護基金、熊
本日日新聞社・熊本県）を受賞

● 2005年度「森と水の学校」参加者約1,400名
（開校以来累計3,000名のこどもたちと保護者の皆様にご参加いただいています）
● 「エコキッズノート」9万部を全国の小学校を中心に配布。第5回「消費者教育教材資料
表彰」（主催：（財）消費者教育支援センター）にて印刷部門「優秀賞」を受賞

2.エコプロダクツ
開発

4.グリーン購入

5.廃棄物の減量化･
再資源化

6.容器リサイクル

7.環境
コミュニケーション

8.社会的活動

3.省資源･
省エネルギー・
地球温暖化防止

重点推進課題 2005年度目標 2005年度実績 評価

CO2排出原単位
2003年度比11.9%削減★

（1990年度比では57%削減）

原単位（ℓ/kℓ）

1990 2003 2005 2008

67.5

32.431.4 29.6

1990 2003 2005 2008

1990 2003 2005 2008

1990 2003 2005 2008

原単位（kWh/kℓ）

172.2

101.7 93.495.5

原単位（kg/kℓ）

223.4

109.9
96.8

105.3

原単位(m3/kℓ）

13.5

7.6 7.27.4

P.57〜58

P.51〜56

P.61〜62

P.53〜54
P.64

P.59〜60

P.68

P.65〜68

掲載ぺージ

2005年度の活動を振り返って
2005年度は、CO2排出量の削減を重点推進課題として位置付け、ビール工場でのコジェネレーションシステムの拡大などに取り組み
ましたが、食品工場での生産量増加、PETボトルの自社成型（インプラント）稼動による燃料・電力の増加が主要因となり、全体での
CO2排出量は原単位で前年比1％増、総量で2％増となりました。
2006年度以降は、中期（2008年度）計画として決定された、京都議定書において事業者に求められるCO2排出総量の削減目標達成
に向け、各生産工場での燃料転換をはじめとする設備投資・対策を、計画に基づき確実に推進してまいります。

取締役 環境部担当 小嶋 幸次

※ 目標・実績はグループ全体。ただし、★はサントリー単体の目標・実績  ●原単位とは製造1kℓあたりの購入量・使用量・排出量を表す

実績と評価

2005年度の実績・評価
2008年度の中期目標達成に向けて、
単年度ごとに実績評価を行い、次年度の活動計画につなげています
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サントリーの環境活動は「ecoship」
サントリーでは環境に対する取り組みを「エコシップ」と
名付けて活動しています。
エコ+シップ。「エコの気持ち」ですべての活動を行ってい
きたい。緑の地球に「e・c・o」で目と鼻を描いたマークとと
もに、すべての活動に「エコシップ」を貫いていきます。

● 本社・お台場オフィス・九州熊本工場
でのISO14001認証を取得

● 国内グループ各社でのEMSレベル
アップ

● エコプロダクツの継続的な開発
（容器包装における3R推進）

● ユーティリティ原単位：
各工場前年度比1%以上削減★

● 用水削減研究継続★
● CO2排出原単位：
各工場前年度比1%以上削減★

（燃料転換による改善を除く削減
目標）

● 燃料転換によるCO2削減推進★

● 国内主要グループ会社での実施
● ネット購買システム導入社数拡大
● グリーン購入ガイドラインの改定

● 工場廃棄物・副産物再資源化率
100%の維持★

● 本社・お台場オフィスでの再資源化率
1％改善★

● 外食グループ会社での食品廃棄物再
生利用等実施率20%以上達成とさら
なる推進

● 効率的・実効的容器リサイクル
システムの構築推進

● 社会・環境活動情報の積極的開示

● 地域と連携した水源保全活動の拡大
● お客様向け環境情報提供・
次世代向け環境教育の実施

● 海外事業所を含むサントリーグループ全体での
環境マネジメントシステム稼動・環境経営度向上

● 容器対応を中心としたエコプロダクツ開発を継続的に推進

● 海外を含む全事業所で実施

● 工場廃棄物・副産物再資源化率100%の維持★
● 本社・お台場オフィスの廃棄物再資源化率100%の達成・維持★
● 食品廃棄物再生利用等実施率20%以上の達成・さらなる推進

● 効率的・実効的な容器リサイクルシステムの構築推進

● 社会・環境活動情報の積極的開示

● 地域と連携し、地球環境保全の活動を多面的に展開

2006年度目標 中期目標（2008年度） 2003年12月改定

ユーティリティ原単位※

燃料
2003年度比5.6%削減★　　　

（1990年度比では56%削減）

電気
2003年度比8.1%削減★

（1990年度比では46%削減）

用水
2003年度比5.5%削減★

（1990年度比では46%削減）

1.環境マネジメント
システム構築

● 本社・お台場オフィスでのISO14001
認証取得に向けての活動開始

● グループ会社における環境
e-ラーニング展開

P.45〜47
P.67

● エコプロダクツの継続的開発（容器
軽量化・リサイクル容易化の推進）

● ユーティリティ原単位：
各工場前年度比1％以上削減★

● 用水原単位のさらなる削減への研究★
● CO2排出原単位：
各工場前年度比1％以上削減

（燃料転換による改善を除く目標）★
● 燃料転換によるCO2削減推進★

● 国内主要グループ会社・
海外事業所での実施

● 工場廃棄物・副産物再資源化率
100%の維持★

● 本社・お台場オフィスの
廃棄物再資源化率2％改善★

● 食品廃棄物再生利用等実施率
20%以上（2005年10月段階での
単月達成）

● 効率的・実効的な容器リサイクル
システムの構築推進

● 社会・環境活動情報の
積極的開示

● 地域と連携した水源保全活動の拡大
● 次世代教育の推進強化
（「森と水の学校」
「エコキッズノート」の活用）

● 国内グループ会社4社であらたにISO14001の認証を取得
● 本社・お台場オフィスの2006年度認証取得に向けた部署を環境部内に設置
● 国内グループ会社中32社、1,696名が環境e-ラーニングを受講、内1,527名が修了
（修了率90%）

● 2005年度PETボトル軽量化比率 76%（2004年度は61%）
サントリーのPETボトルの本数の４分の3以上が軽量ボトルとなりました

● 食品2工場でPETボトル自社成型（インプラント）を開始し、輸送時の環境負荷を低減

● 原単位前年度比
燃料：8%増加（90年度対比52%削減）★
電気：1%削減（90年度比45%削減）★
用水：増減なし（90年度比45%削減）★

● CO2排出原単位前年度比：1%増加（90年度比53%削減）★

● 事務用品におけるグリーン商品購入金額比率 85%
● 事務用品におけるグリーン商品登録比率 83%
● ネット購買システム導入グループ会社拡大社数 4社（計28社）

● 工場での再資源化率 100.0%を維持★
● 工場・研究所計25 ヶ所を対象に「廃棄物適正処理検討会」を実施　
● 本社・お台場オフィスでの再資源化率 97%（前年度比2%改善）★
● 外食グループ会社での、10月時点食品廃棄物再生利用率20%の目標未達成

● 容器包装の各素材別リサイクル促進団体に加入し、
市場でのリサイクルシステム高度化を推進

● 「サントリー CSRレポート2005」を発行
● 第9回環境報告書賞「サステナビリティ報告書賞」(主催：東洋経済新報社 グリーンリ
ポーティング・フォーラム)にて優秀賞受賞

● 「エコプロダクツ2005」に出展、昨年に引き続き次世代教育を主眼とした
ブース作りを行い、1万人を上回る皆様にご見学いただくことができました

● 多様なステークホルダーの方 と々ダイアローグを実施

● 和歌山県「湯の峰」、長野県「塩尻」にて地域連携の森作り制度に参加
「天然水の森」（サントリーの森林保全活動推進地域）は合計8 ヶ所となる
● 大阪府・京都府「天王山」、京都府「西山」で自治体、NPO、学識経験者、地域の皆さんと
森林整備の協議会を設立し、保全計画に則り整備活動を開始

● 全国各地の「天然水の森」など5 ヵ所で、従業員およびその家族約250名、
地域ボランティアの方110名が参加し、枝打ち等の森林保全活動を実施

● 九州熊本工場が第19回「肥後の水資源愛護賞」（主催：（財）肥後の水資源愛護基金、熊
本日日新聞社・熊本県）を受賞

● 2005年度「森と水の学校」参加者約1,400名
（開校以来累計3,000名のこどもたちと保護者の皆様にご参加いただいています）
● 「エコキッズノート」9万部を全国の小学校を中心に配布。第5回「消費者教育教材資料
表彰」（主催：（財）消費者教育支援センター）にて印刷部門「優秀賞」を受賞

2.エコプロダクツ
開発

4.グリーン購入

5.廃棄物の減量化･
再資源化

6.容器リサイクル

7.環境
コミュニケーション

8.社会的活動

3.省資源･
省エネルギー・
地球温暖化防止

重点推進課題 2005年度目標 2005年度実績 評価

CO2排出原単位
2003年度比11.9%削減★

（1990年度比では57%削減）

原単位（ℓ/kℓ）

1990 2003 2005 2008

67.5

32.431.4 29.6

1990 2003 2005 2008

1990 2003 2005 2008

1990 2003 2005 2008

原単位（kWh/kℓ）

172.2

101.7 93.495.5

原単位（kg/kℓ）

223.4

109.9
96.8

105.3

原単位(m3/kℓ）

13.5

7.6 7.27.4

P.57〜58

P.51〜56

P.61〜62

P.53〜54
P.64

P.59〜60

P.68

P.65〜68

掲載ぺージ

目標を達成することができました。

目標達成が70%以上です。

目標達成が70%未満です。

※ 2004年度より、燃料・CO2の2008年度中期目標および過年度実績の原単位算出方法を以下のとおりに変更しています。
①燃料:A重油換算から原油換算に変更　②CO2:燃料・発酵・工程・排水由来から、燃料・電力由来に変更

実
績
と
評
価

2
0
0
5
年
度
の
実
績
・
評
価
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サントリーの商品は自然の恵みである

農作物や水を原料とし、それを用いて

生産するうえで燃料や電気を使用して

います。その燃料・電気などのエネル

ギーは限りある天然資源から作られ

ています。当社は省資源・省エネ、CO2

の排出量などに対して中期ならびに

年度目標を策定し、消費ならびに排出

に係る総量と原単位の削減に努めて

います。また生産活動にともなって発

生する副産物や廃棄物は再利用可能

な貴重な資源であり、各工場では副産

物・廃棄物の減量化とともに100％再

資源化による「ごみゼロ」に取り組ん

でいます。さらにグリーン購入・自然エ

ネルギーの利用を含めさまざまな角

度から環境負荷低減に取り組み、環

境に調和する「エコファクトリー」をめ

ざしています。

サントリーは、地球環境を重要な経営

資源と捉えて、グループ環境方針に基

づく環境保全活動を推進しています。

この活動を持続的かつ発展的に推進

するための仕組みが各工場で構築し

ている環境マネジントシステムであり、

その仕組みをもとに環境と調和する

生産活動を行っている工場を当社では

「エコファクトリー」と定義しています。

なお、各エコファクトリーでは、環境マ

ネジメントのツールとしてISO14001

認証の取得を推進しています。

肥料

環境マネジメントシステム 

地球温暖化防止 汚染防止

資源の保全 資源の循環利用
● 水資源の保全
● 工場の緑化
● 自然保護

● ISO14001
● 継続的な改善
● 地域社会との調和

● 工程用水のリサイクル
● 雨水の利用
● 副産物・廃棄物の

100%再資源化

● CO2排出量削減
● 省エネルギー
● 廃熱利用
● 自然エネルギーの利用など

● 大気汚染・
水質汚濁防止

● 土壌・地下水
汚染の防止

Check

Action Do

Plan

中期(2008年度)原単位目標

燃料

電気

用水

CO2

56％削減

46％削減

46％削減

57％削減

5.6％削減

8.1％削減

5.5％削減

11.9％削減

1990年度比 2003年度比

当社最新の環境配慮型工場 九州熊本工場

生産活動での環境負荷削減

環境に調和した
「エコファクトリー」

生産における取り組み

エコファクトリーの推進
「人と自然と技術が響きあう」環境に調和した、
地球にやさしい工場をめざしています

51 サントリー CSRレポート 2006



2005年度は、電気が原単位で1%減

少したものの、燃料・用水使用量が食

品工場の生産量増加などの影響で前

年度より増加しました。今後も全工場

で、さらなる省エネルギー活動や工程

用水の循環利用などに取り組んでい

きます。また、太陽光発電設備を高砂

工場（兵庫県）及び九州熊本工場（熊

本県）に導入し、さらに風力発電設備

を高砂工場に設置して、自然エネル

ギーの利用に努めています。

地球温暖化や酸性雨の原因となる

CO2、SOx、NOxの排出量削減に取り

組んでいます。

2005年度は食品工場の生産量増加

などの影響でCO2排出量が原単位で

1%増加したものの、SOx、NOxにつ

いてはガス燃料への転換、ガスタービ

ンから発生する排ガスの蒸気噴霧設

備拡充などに取り組んだ結果、SOxは

前年度並、NOxは前年度よりも原単位

で8％減少しました。今後もガス燃料

への転換を進めることで、CO2、SOx

の排出量削減を推進していきます。

また2005年度にCO2以外のメタン、

一酸化二窒素、ハイドロフルオロカー

ボン、パーフルオロカーボン、六フッ

化硫黄の5種類の温室効果ガスの排

出量を「事業者からの温室効果ガス

排出量算定方法ガイドライン（試案）

ver1.6」（環境省）に基づき算定しまし

た。その結果、総排出量はCO2換算で

1,258トンと化石燃料由来のCO2排出

量の0.5％でした。

燃料（原油換算）購入量
 購入量(千kℓ)  

1990 2003 2004 2005

53

68

60
66

72

原単位(ℓ/kℓ)

31 30 32

80

60

40

20

0

80

60

40

20

0

電力購入量
 購入量(千kWh)

1990 2003 2004 2005

135,894

172

194,296
211,411 211,243

原単位（kWh/kℓ）

102 96 95

200

150

100

50

0

250,000

200,000

150,000

150,000

50,000

0

CO2排出量
排出量（千t）

1990 2003 2004 2005

176

223
210

228 233

原単位（kg/kℓ）

110 104 105

250

200

150

100

50

0

250

200

150

100

50

0

用水使用量

 使用量（千m3）

1990 2003 2004 2005

10,638

13.5
14,595

16,144 16,456

原単位（m3/kℓ）

7.6 7.4 7.4

18,000

15,000

12,000

9,000

6,000

3,000

0

16.0

12.0

8.0

4.0

0

SOx（いおう酸化物）排出量
 排出量（t）

1990 2003 2004 2005

161
204

原単位（g/kℓ）

12 11 11

180

150

120

90

60

30

0

250

200

150

100

50

0

22 25 25

NOx（窒素酸化物）排出量
 排出量（t）

1990 2003 2004 2005

134

169

原単位（g/kℓ）

63
50 46

160

120

80

40

0

180

120

60

0

120
110

102

● 2005年度の結果:総量で前年比9％の増加、
原単位では前年比約 8％の増加

（1990年比 原単位52％の減少）

● 主な要因:食品工場の生産量増加に伴う消費
量増加、ビール工場でのコジェネ運転により、
電力は減少したものの燃料消費が増加

● 2005年度の結果:総量では前年度比微減、
原単位では前年比1％の減少

（1990年比 原単位45％の減少）

● 主な要因:食品の生産量増により増加。新た
に2工場でコジェネが稼動し、使用量・原単位
ともに減少

● 2005年度の結果:総量で前年比2％増加、原
単位では1％増加

（1990年比 原単位53％の減少）

● 主な要因:食品工場の生産量増などにともな
う燃料消費量増

● 2005年度の結果:総量は前年比2％の増加、
原単位は横ばい

（1990年比 原単位45％の減少）

● 主な要因:総量については、食品工場の生産
増で増加。食品の製品殺菌後の冷却水量が
夏場の温度上昇により増加

● 2005年度の結果:総量・原単位とも前年と横
ばい

（1990年比 原単位95％の減少）

● 主な要因:燃料の総消費量は増加した一方
で、ガス燃料への転換が進んだことにより
SOx排出量は昨年並み

● 2005年度の結果:総量で前年比7％の減少、
原単位で8％の減少

（1990年比 原単位73％の減少）

● 主な要因:ビール工場でガスタービンの排ガ
スへの蒸気噴霧設備を改善したことにより、
NOx濃度が大きく低下

省資源・省エネルギーの取り組み

CO2、SOx、NOx排出量の削減

生
産
に
お
け
る
取
り
組
み

エ
コ
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
の
推
進
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サントリーの国内工場では、生産工程

で発生する副産物・廃棄物の100%

再資源化と排出量削減に取り組んで

います。

2005年度は、国内全工場から発生し

た副産物・廃棄物は156,520トンとな

り、前年度より総量で1.7%、原単位で

2.7%減少しました。また、再資源化率

は100.0%になりました。

2005年度は、すべての生産・研究拠

点を対象とした「廃棄物処理検討会」

を実施。環境部が国内工場およびグ

ループ会社、研究所の計25事業所を

順次訪問し、リサイクル推進状況、廃

棄物処理法改正への対応状況などを

確認したほか、現場情報の収集や他

事業所との情報共有化を行いました。

また、検討会とあわせて「廃棄物処理

法勉強会」を開催し、廃棄物処理に関

する従業員教育を実施しました。

●種類別に再資源化の用途を開拓

生産工程で発生する副産物・廃棄物

の中で最も量が多いのは、製品の原料

である農作物から出る植物性残さで、

次いで多いのは排水処理から発生す

る汚泥です。これらについては、それぞ

れ次の用途で再資源化しています。

植物性残さ
（麦芽糖化粕、茶粕、コーヒー粕など）

ウイスキーやビールの原料である大麦

麦芽の糖化粕（穀皮）は、事業開始以

来、家畜の飼料として販売しています。

また、ウーロン茶やコーヒー豆の抽出

粕は有機肥料の原料として利用され

ています。

汚泥

酒類・飲料工場から発生する汚泥は有

害物質を含まず、土壌や生物への影

響がないことから、有機肥料としてリ

サイクルしています。また、各工場では

嫌気性排水処理法を採用し、汚泥発

生量を削減しています。

●樽やびんを家具・建材に再利用
樹齢100年を超えるオーク材ででき

ているウイスキー樽は70年間もの間

ウイスキーを貯蔵します。サントリー

は役目を終えたウイスキー樽を、家

具・内装材のシリーズ「樽ものがたり」

として再生しています。

また、何度も再使用して役目を終え

たビールびんは、回収後、破砕・加工し

て、再びビールびんの原材料に使用す

るほか、カレット再生タイルに加工し、

工場の外壁を覆うタイルや場内の舗

道の敷石などに使用しています。

副産物・廃棄物の排出量とその原単位

1990 2003

136,140

2004 2005

156,520

200,000

150,000

100,000

50,000

0

244

71 73 71

250

200

100

150

0

50

159,206

 排出量（t） 原単位（kg/kℓ）
192,718

副産物・廃棄物の排出量、再資源化率および用途（全工場）

2002年 2003年 2004年 2005年

88,270

20,055

8,876

7,704

2,485

2,120

3,186

568

133,264

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

93,440

21,552

8,764

4,886

3,133

2,268

2,025

71

136,140

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

110,888

26,055

8,950

4,043

3,746

2,806

2,171

547

159,206

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

99.9

100.0

108,115

27,657

8,002

3,830

3,698

3,015

1,951

253

156,520

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0※

植物性残さ
(糖化粕・茶粕・
コーヒー粕など)

汚泥
(余剰汚泥など）  

木くず
(樽材、パレット)     

紙くず
(ダンボール、
ラベル粕など)

廃プラスチック類     

金属くず(アルミ、鉄)     

その他

ガラス・陶磁器くず     

飼料・肥料    

肥料    

家具材・
合板原料

ガラス材料・
路盤材   

再生紙・
ダンボール
原料     

パレット・
固形燃料・
補助燃料   

アルミ・
スチール原料 

排出量

t % t % t % t %

再資源化
率 排出量 再資源化

率 排出量 再資源化
率 排出量 再資源化

率排出物の種類 主要用途

合計

中期（2008年度）副産物・廃棄物目標

再資源化率100％を維持

サントリー樽ものがたり
http://suntory.jp/TARU/

再資源化率100%を維持

※ 廃棄物中の約5.5トンについては該当工場で再資源化できる業者が見つからず、埋立処分を行いました。今後は再資源
化ができる業者の情報について全工場で共有化を徹底し、再発防止に努めます。

※ 「樽ものがたり」はサントリーの登録商標です

エコファクトリーの推進
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サントリーは国内で保有している工場

敷地面積の約2分の1以上（290ha）

を緑地化しており、緑化優良工場とし

て各地の工場が表彰を受けています。

また、2005年1月には、「地域にとって

緑豊かなレクリエーション空間を提供

している」などが評価され、九州熊本

工場が熊本県の「第17回くまもと景

観賞・地域景観賞」を受賞しました。

近江エージングセラー（滋賀県）では

1996年から松枯れの森林の再生に

取り組んでいます。

南アルプス甲斐駒ケ岳のふもとにある

サントリーの白州蒸溜所、天然水白州

工場（山梨県）では、採水地のきれいな

水を守るために、82.5haの土地を確

保し、森林の維持管理や地下水の適正

な利用、水質保全に取り組んでいます。

副産物・廃棄物の再利用フロー図

仕込 発酵 出荷箱詰ブレンド貯蔵樽詰蒸留洋
酒

びん
缶詰

仕込 発酵 出荷箱詰ろ過貯酒
ビ
�
ル

びん
缶詰

工場
排水

工場
排水

抽出 出荷箱詰殺菌調合食
品

ウ
�
ロ
ン
茶

茶葉
分離

びん
PETボトル

缶詰

工場
排水

お
客
様

飼料

再
利
用
用
途

PETボトル
繊維製品

など

有機
肥料

糖化粕

酵母

茶葉 PET
ボトル

家具

樽材 びん排
出
物

びん
タイル

ラベル
粕

アルミ缶
スチール缶

アルミ缶
スチール缶
鋼材再生

プラスチック
パレット
固形燃料

トイレット
ペーパー

再生
ダンボール

合板用
チップ

有機肥料燃料

メタンガス

ダンボール

汚泥プラスチック
ケース

木製
パレット

排水
処理

緑化優良工場等表彰一覧
（主催：日本緑化センター）

白州蒸溜所

山崎蒸溜所

利根川ビール工場

梓の森工場

内閣総理大臣賞(1989年）
通商産業大臣賞(1986年）
東京通商産業局長賞(1982年）

経済産業大臣賞（2002年）
大阪通商産業局長賞（1985年）

東京通商産業局長賞(1987年）

通商産業大臣賞(1993年）
関東通商産業局長賞(1990年）

その他緑化関連表彰一覧

九州熊本工場

利根川ビール工場

くまもと景観賞・地域景観賞
（2005年）主催：熊本県

全国植樹祭開催記念 
環境緑化コンクール特別大賞

（1997年）主催：群馬県

九州熊本工場の緑化された工場敷地

白州蒸溜所、天然水白州工場

工場の緑化 水質保全への取り組み

生産における取り組み

生
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サントリーでは、環境負荷の継続的な

改善をめざし、技術開発と先端技術の

導入に取り組んでいます。

●水の「ピンチテクノロジー」を導入
〜武蔵野ビール工場

ビールの生産においては、中味に使用

する天然水以外にも、製造工程でタン

クや配管などの装置を洗浄したり冷却

するための用水が必要です。工場にお

いては貴重な資源のひとつである水の

有効活用に取り組んでいます。

武蔵野ビール工場では工程用水の使

用量削減の手法として水の「ピンチテ

クノロジー」を用いています。生産プロ

セスで装置の洗浄、冷却において必要

とされる水の質、量と、使用した後の水

の質、量について細かく把握・解析を行

い、使用後の水の再利用先を明らかに

して用水利用の最適化を図りました。

具体的にはビール醸造で使用するタ

ンクの洗浄で、従来は新水のみを使用

していましたが、最終のタンクのリンス

（すすぎ）に用いた水を回収し、膜ろ過

装置で清浄度をあげて、プレリンス工

程用にリサイクルしました。

本システムの導入によりタンク洗浄

水としての使用量が半減でき、武蔵

野ビール工場全体でも水原単位が

0.2m3/kℓ改善しました。

●コジェネレーションシステムを導入
〜利根川ビール工場

2005年12月、サントリーでは5工場目

となるコジェネレーションシステムを

導入し稼動を開始しました。ガスエン

ジン式で発電電力が2400kWの機種

を2基採用し、この自家発電により工

場の年間消費電力の87％をまかなう

予定です。

燃料に天然ガスを原料とした都市ガ

スと、工場排水の嫌気性処理により発

生するメタンガスを主成分とするバイ

オガスを混合し燃焼させることで、当

社工場で導入されたシステムの中で

は、最も高い発電効率を可能にしまし

た。また発電にともない発生する排熱

を温水として回収し温水焚吸収式冷

凍機の熱源として利用することで、60

〜65%が一般的なガスエンジン式の

コジェネレーションシステムのエネル

ギー効率を、本システムでは75％とい

う高効率を達成しました。またCO2排

出削減においても2003年時点に比べ

12,510トン（2003年比31％）の削減

を達成できる見込みです。

従来

リサイクル

プレリンス

排水処理

洗浄・殺菌 最終リンス

プレリンス

排水処理

膜ろ過装置
回収

1回あたりの使用水量が約半分になる　0.2m3/kℓ削減

除菌ろ過

洗浄・殺菌 最終リンス

新水

新水

新水

利根川ビール工場コジェネレーションシステム

ボイラ

場内で
使用

場内で
使用

場内で
使用

質電

場内空調（冷暖房）

蒸気

蒸気

都市ガス

蒸気
ヘッダー

電力

冷水

排ガス

バイオガス
排水処理より

導入システム

温水

受変電設備

冷水
タンク排ガス

ボイラー

2400kW
ガスエンジン

×2

温水焚吸収式
冷凍機×2

洗浄水再利用 (武蔵野ビール工場)

武蔵野ビール工場

利根川ビール工場

省資源・省エネルギーの
具体的な取り組み

エコファクトリーの推進
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●省エネルギーセンター会長賞受賞
〜京都ビール工場

平成17年度省エネルギー優秀事例

全国大会（主催：（財）省エネルギーセ

ンター）で京都ビール工場から応募し

た「冷凍システム改善とガスエンジン 

コ・ジェネ導入による省エネルギー」が

省エネルギーセンター会長賞を受賞

しました。これは京都ビール工場で実

施した、

①冷却すべき温度毎に冷凍システム

を分離することによる冷凍効率向上

②ガスエンジン コジェネレーション

システムの導入による自家発電比率

向上と排熱の最大限の有効利用

により、省エネルギー量2,233kℓ/年

（原油換算）、CO2排出削減量1,741

トン/年という大きな成果と技術が評

価されたものです。今年度の受賞は食

品業界では当工場のみでした。

●サントリービバレッジプロダクツ株式会社　神奈川綾瀬工場
業界トップの省資源・省エネ工場をめざして建設開始

伸長を続ける食品事業の首都圏生産拠点として、2005年12月にサントリービバレッジ

プロダクツ（株）神奈川綾瀬工場が着工しました。

「人と自然と響きあう都市型工場」をコンセプトに2007年春の竣工に向け、クリーンエ

ネルギーの導入、冷却水の循環利用等を設計

に盛り込んで現在建設中です。また工場建設の

段階から仮設建材のリサイクル・リユースに配慮

し、さらには建設資材のエコ調達、排出ガス対

策型の建設機械の使用などで環境負荷の低減

に努めています。

竣工後は敷地内に設置を予定している公園を

一般に開放するほか、地域の美化運動などへの

積極的な参加・協力を行っていく予定です。

●株式会社ティップネス
店舗の省エネルギーを促進するために
コジェネレーションシステムを導入

サントリーのグループ会社ティップネス

は「健康で快適な生活文化の提案と提

供」をモットーに、現在、首都圏・関西圏・

中京・東海圏で47店舗（2006年4月現在）

のフィットネスクラブを運営しています。

同社では、健康で快適な暮らしのお手伝

いをする企業として環境保全活動にも積

極的に取り組み、クリーンなエネルギー

であるガスへの燃料転換を図っている

ほか、2002年12月には西葛西店（東京

都江戸川区）にコジェネレーションシス

テムを導入。翌年3月にはESCO（Energy 

Service Company：省エネルギーサービ

ス）事業者による省エネルギー診断・適

切なシステムの提案・資金調達を受けて、

六本木店（東京都港区）と草加店（埼玉県）

にコジェネレーションシステムを導入し、

現在までに8店舗に導入されています。

このシステムで店舗内の使用電力の一部

をまかなうと同時に、運転時に発生した

熱を利用してシャワー給湯用の温水を作

成しています。

六本木店の省エネルギー効果

年間エネルギー使用量（GJ※1/年）

エネルギー削減量＝452GJ/年
導入後導入前

8,000

4,000

2,000

0

6,000
6,015

6,467

7.0％
削減※2

※1 GJ
ギガジュール：1×109J

※2 対象範囲に対する割合

神奈川綾瀬工場完成イメージ

京都ビール工場

室内プール

生産における取り組み

生
産
に
お
け
る
取
り
組
み

エ
コ
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
の
推
進

56サントリー CSRレポート 2006



サントリーでは、酒類から清涼飲料にい

たる各種商品を、さまざまな容器に入

れてお届けしています。しかしお客様が

消費された後にはこれらの容器の多く

は廃棄物になります。サントリーはその

社会的影響を強く認識し、LCA※の観

点からのエコプロダクツ（環境に配慮

した商品）づくりに取り組んでいます。

環境負荷低減に配慮した容器包装や

販促品とするために、1997年から自

主基準（「環境に係る容器包装等設計

ガイドライン」）を設定して取り組んで

います。2004年には見直しを行い、

3Rの優先順位を明確にして、エコプロ

ダクツづくりに取り組んでいます。

エコボトル
原料にその他色（透明、茶色以外）カレット※を
90%以上使用
※カレット

使用済ガラスびんを細かく砕いたもの

キャップシール
焼却時にダイオキシン発生の恐れのある
塩ビ製からPET樹脂製に変更

バガス紙ラベル
森林資源に配慮してサトウキビの絞りかすを
ラベル原料に使用軽量びん

びん原料の使用量削減と運送による環境
負荷削減のために軽量化

樹脂キャップ
ガラスびんリサイクルで問題ないように
キャップ材質を金属製から樹脂製に変更

こんなエコプロダクツを開発しています
「ザ・サントリーオールド」

3R+2のエコプロダクツづくり

使う量を減らす
資源を大切にするため、

容器を軽くするなど原料の
使用量を減らす工夫を

しています。

3R+2の
エコプロダクツづくり

資源として使う
リサイクル素材を

積極的に使っています。
よりリサイクルしやすい

工夫を加えています。

くりかえし使う
ビールびんや樽、

業務用の清涼飲料びん
などは、何度もくりかえし

使っています。

安全にしています
人体や環境に害の

ないものを
使っています。

無害化

すべての人にやさしく
すべてのお客様に

やさしい商品・サービスの
提供をめざして

います。

ユニバーサル
デザイン

※ LCA（Life Cycle Assessment）
商品が生産され、消費・廃棄されるまでの全
サイクル（原料採取→素材製造→容器製造
→中味充填→流通→消費→廃棄→リサイク
ル）で環境負荷を測定・検討する手法。

容器包装や販売促進用ツールの
ガイドラインを設定

環境や社会への影響を考慮

容器・包装における取り組み

エコプロダクツの企画・開発
消費後の容器の社会的影響を強く認識し、
環境に配慮した商品づくりを進めています
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省資源化や輸送時の環境負荷低減の

一環として、PETボトル、ガラスびん、

缶、ギフトパッケージなど総合的に容

器・包装の軽量化に取り組んでいま

す。また、一部の工場ではPETボトル

を自社内で成型することで、容器メー

カーからの輸送工程で発生していた

環境負荷を削減しています。

ライフスタイルや流通構造の変化に

よってリターナブル容器の比率は減少

していますが、ビールや飲食店用の清

涼飲料等のリターナブルびんは自社

ルートで回収、洗浄し何度も使用して

います。（P.59「容器リサイクルの推進」

参照」）

リサイクル品の品質確保のために国

産品のPETボトルは、全て無色透明に

しています。フランス産ミネラルウォー

ター「Vittel」は、世界中で薄いブルーの

ボトルで販売されていましたが、当社取

り扱いにあたり変更を要請し、日本で

は無色透明ボトルで販売しています。

また、お客様からのラベルの剥がしや

すさに対するご要望を踏まえて、炭酸

飲料のミシン目入りラベルに新素材を

導入しています。「天然水（2リットル）」

のロールラベルでは「はがし口」の

表示を端に入れるなど様々な改善を

行っています。

●ガラスびん

色調の問題から再生しづらいとされて

いる「その他色カレット」を90％以上

原料としたガラスびん「エコボトル」を

採用しています。「無色ガラス」としてリ

サイクル可能なように表面に樹脂コー

ティングした色びんも採用しています。

容器軽量化の取り組み

●サントリーのPETボトルの76%を軽量化

さまざまなPETボトル軽量化に取り組み、2005年には当社PETボトルの76％を軽量化

しています。

簡単にはがせて分別しやすい
新ラベルを開発

「はがしやすいラベルにしてほしい」

というお客様の声にお答えし、寿精

版印刷（株）と共同で清涼飲料や酒

類のガラスびんに使用する新ラベル

「易
 い はく り かんねつ

剥離感熱ラベル」を開発。第1弾と

して2005年6月から「デカビタC」に

同ラベルを採用し、2006年1月から

はこのラベルに対応した設備を国内

全工場に導入しました。

TOPICS

●さまざまな商品を軽量化

約7,400t削減

2004年度

約9,100t削減

2005年度

［PET樹脂量］ 
約5,200t削減

2003年度

軽量化
53%

未軽量化
47%

軽量化
61%

未軽量化
39% 軽量化

76%

未軽量化
24%

PETボトル
「サントリー天然水」
2ℓPETボトル

59g 47g

6缶マルチパック
他社に先駆けて軽量化を推進

39g 36g 47g 44g1380
g

1280
g

ガラスびん
「角瓶」ジャンボボトル

100
mm

85
mm

樹脂ラベル
「DAKARA」280mℓPETボトル
ラベルサイズを縮小

縦幅

レギュラー缶マルチパック ロング缶マルチパック

樹脂コーティングびん
泡盛「天龍蔵」

はがしやすいデカビタCのラベル

容器の軽量化を推進

設計段階からリサイクルの
しやすさに配慮

容器の回収・再利用

容
器
・
包
装
に
お
け
る
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り
組
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使用済みの飲料容器をリサイクルする

ことは、容器の原料となる資源を節約

できるだけでなく、容器の製造に使う

エネルギーの大幅な削減にもつながり

ます。サントリーでは、業界団体や自治

体と連携し、また、お客様にもご協力

いただきながら容器リサイクルを推進

しています。「容器リサイクル法」の浸透

により、いずれの素材の容器とも、回

収率、リサイクル率が年々向上し、世界

でも最高のレベルに達しています。

ビール・発泡酒や飲食店用の清涼飲

料のリターナブル容器は、自社ルート

を使って回収し、何度も繰り返し使用

しています。一方、ウイスキーなどのワ

ンウェイ容器は多品種が流通し、しか

も回収時に各社の容器が混在するた

め、各市町村などによる効率的な回収

ルートを活用しています。

2005年のリターナブルびん回収総量

は130百万本でした。

●事業系ガラスびんの回収

酒販店様や飲食店様から排出される

事業系ガラスびんについては、1974年

に専門の業者による回収ルートを構

築し、流通チャネルでの回収活動を支

援して円滑な回収が行われています。

リサイクルシステムの構築・円滑な運営

のため、業界や社会での活動にも積極

的に参画しています。1997年に施行

された容器包装リサイクル法は、消費

者・市町村・事業者の責任分担を明確

にしたものです。

サントリーは、法を遵守し、再商品化委

託料を負担することで事業者としての

リサイクルの義務を果たすとともに、各

種リサイクル業界団体に積極的に参画

し効率的なリサイクルシステム構築と、

リサイクルの推進に努めています。

容器包装リサイクル法とは？

家庭から排出される容器包装廃棄

物のリサイクルを義務付ける法律。

消費者の分別排出、市町村の分別回

収・保管、そして事業者（容器包装の

製造業者、容器包装を利用した商品

の製造業者、小売業などの包装利用

事業者）の再商品化（＝リサイクル）

という役割分担を定めています。これ

に基づき事業者は（財）日本容器包

装リサイクル協会に再商品化委託料

を支払い、同協会がリサイクル事業

者に委託料を支払って再商品化を委

託しています。

容器回収率の推移

各業界団体データより（%）

※ 各リサイクル率の2005年度数値は、2006年7月頃公表される予定です。
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61.0 62.3
アルミ缶 

PETボトル
（市町村＋事業系回収率） 

ガラスびん 

容器包装リサイクル法のしくみ

リサイクル
の委託 

商品の購入 

委託料
支払い  

リサイクル
事業の
委託  

消費者 市町村 

事業者 
容リ
協会※ 

分別排出の役割 

再商品化の役割 

分別収集の役割 

リサイクル
事業者

※ （財）日本容器包装リサイクル協会

サントリーが参画している
リサイクル業界団体

●（財）日本容器包装リサイクル協会
http://www.jcpra.or.jp
活動：容器包装リサイクル法の推進、情報提供
役職：総務企画委員・ガラスびん事業委員・

PETボトル事業委員
●（社）食品容器環境美化協会
http://www.kankyobika.or.jp/
活動内容：飲料容器の散乱防止
役職：企画委員

●ガラスびんリサイクル促進協議会
http://www.glass-recycle-as.gr.jp/
活動内容：ガラスびんのリサイクル推進
役職：運営委員、企画委員、ボトラー委員

●PETボトルリサイクル推進協議会
http://www.petbottle-rec.gr.jp/
活動内容：PETボトルのリサイクル推進
役職：理事、推進委員、再利用委員等

●アルミ缶リサイクル協会
http://www.alumi-can.or.jp/
活動内容：アルミ缶のリサイクル推進
役職：理事、企画委員、広報委員

●全国清涼飲料工業会（環境委員会、自販機委員会等）
http://www.j-sda.or.jp/

●ビール酒造組合（容器環境部会）
http://www.brewers.or.jp/index.html

●日本洋酒酒造組合（社会環境問題対策委員会）
●日本蒸留酒組合（社会環境問題対策委員会）
http://www.shochu.or.jp/

●日本洋酒輸入協会（空容器再利用委員会）など
（2006年4月1日現在）

酒類・飲料業界団体の
環境関連委員会への参画

容器回収への取り組み

業界や社会での活動に
積極的に参画

酒類・清涼飲料
メーカーとしての責任

容器・包装における取り組み

容器リサイクルの推進
容器を大量に使用する企業の社会的責任として、
自治体、業界団体、お客様と連携した活動を強化していきます
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●マテリアルリサイクル

回収された使用済みのPETボトルは、

異物などが除去されて洗浄された後、

フレーク（薄片）やペレット（粒）に加

工されます。さらに、これらを溶かして

糸状にしたものはシャツなどの繊維製

品に、フィルム状に薄く伸ばしたものは

卵パックなどのシート製品に、成型し

たものはプランターや文房具などに生

まれ変わります。

こうしたリサイクル手法を「マテリアル

（材料）リサイクル」といいます。

サントリーは、工場やグループ会社従

業員の制服、自動販売機横の容器回

収ボックスなどにPETボトルの再生品

を使用しています。（P.61「グリーン購

入」参照）

容器の回収〜リサイクルの流れ

●PETボトルの回収

PETボトルの回収量･回収率は着実に伸

び、回収率は60%を超えています。また、

これに使用済みPETボトルの資源として

の輸出量（中国などで繊維の原料として

使用）を加えると、実質のリサイクル率は

さらに高いものになっていると考えられ

ます。

●ガラスびんの回収

飲料容器としての歴史の長いガラスびん

は、その回収・リサイクルのためのルートも

確立されています。使用済みのガラスびん

は、回収され、カレット（ガラスびんを細か

く砕いたもの）に加工された、主にガラスび

ん製造の原料に使用されていますが、断熱

材やタイル・路盤材など、びん以外の用途

にも活用されています。

●缶の回収

使用済みの飲料缶（アルミ、スチール）は、

資源として有価で取引され、様々なルート

を経由して、再び缶や、自動車・建設資材な

どに再生されています。リサイクルすれば、

ボーキサイト（アルミの原料）や鉄鉱石（鉄

の原料）から作るときと比べて、アルミ缶で

97%、スチール缶で75%ものエネルギー

を節約できるのです。

ケミカルリサイクル「ボトルtoボトル」とは？

使用済みの食品用PETボトルを化学分解して

PET樹脂の原料に戻し、再び食品用ボトルとし

て再生することを「ボトルtoボトル」と呼びます。

この技術は世界で初めて日本で開発されたもの

で、安全性についても「食品安全委員会」で確認

されたことから2004年に実用化されました。

「ボトルtoボトル」は、回収したボトルを分子レベ

ルまで分解することで石油から製造されるもの

と同等の高純度のPET樹脂原料が得られ、資源

とエネルギーの節減につながっています。

商品 

配送 

商品 

配送 

中味
メーカー

リサイクル
工場

容器メーカー

︿
ボ
ト
ル
to
ボ
ト
ル
﹀

繊維
メーカー

など

繊維製品など 

飲食店
・

自販機

お客様 空PETボトル 

自治体回収

回収業者

空PETボトル 

●PETボトルの回収・リサイクル

飲食店・
自販機

カレット
業者

製びん
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他

商品 

配送 

中味
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新びん 
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お客様
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中味

メーカー 卸店
商品

空びん
びん商

配送

商品

自治体回収
空びん

●リターナブルびん

●ワンウェイびん

小売店
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飲料缶（アルミ・スチール）
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アルミ空き缶
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な
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商品配送
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「ボトルtoボトル」の仕組み
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従来の原料を材料としたルート 

化学分解法 
自治体
分別収集 
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サントリー工場ご案内担当者の
PETボトル再生繊維製の制服

PETボトルのリサイクル製品の
活用
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装
に
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   PETボトル再生素材の購入

再生原料

再生 PET 繊維

製品

工場ユニフォーム

グループ会社の
ユニフォーム

1998

3,325

ー

3,325

1999

8,961

ー

8,961

2000

4,508

ー

4,508

2001

9,198

8,080

17,278

2002

10,233

14,025

24,258

2003

10,437

13,858

24,295

2004

11,978

16,027

28,005

合計

67,757

77,579

145,336

2005

9,117

25,589

34,706合計

(着)

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

調
達
・
物
流
に
お
け
る
取
り
組
み

グ
リ
ー
ン
調
達
・
グ
リ
ー
ン
購
入
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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

出荷数量2000年度比(%) 輸配送量(百万tkm)

CO2排出量(千t) 

輸配送量

出荷数量

0

400
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1,200

1,600

0

30

60

90

120

103

1,333

90

2003

111

1,457

97

2004

113

1,439

95
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   モーダルシフト比の推移

2003 2004 2005

海上輸送 トラック輸送 鉄道輸送
 (%)

67

4

33％29

72 72

5 4

23 28％ 28％24
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0

統合配車®システムのイメージ

   大型化率の推移

大型化率
 (%)

2003 2004 2005

58

42
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25
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69

31

77

23

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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   全自動販売機に占めるエコベンダーの割合

サントリーは1996年度から従来の自

動販売機よりも消費電力が少ない「エ

コベンダー」を導入。2005年度末時

点で、サントリーの全自動販売機約41

万台中の96％にエコベンダーを使用

しています。

また、自動販売機の長寿命化・リユー

ス推進のため、自動販売機メーカーに

対して部品の標準化や構造の改良を

提案しています。これにより、廃棄した

自動販売機部品の再利用、メンテナン

スが容易になりました。

●自動販売機廃棄処理の適正化と

ノンフロンベンダーの推進

業界に先駆けて廃棄自動販売機を回

収・リサイクルする「自動販売機廃棄

処理システム」を構築し、1997年1月

から全国規模で展開しています。

また、2001年4月の「廃棄物処理法」

の改正を受け、廃棄自動販売機の事

前選別から最終処分にいたるまで、厳

しく管理しています。

特に、自動販売機の冷媒として使用さ

れるフロンについては、2002年4月

施行の「フロン回収・破壊法」に基づい

て回収量の把握・適正破壊処理を実

施し、2005年には約7.7トンのフロン

を回収・破壊しました。

さらに、2005年度からフロン不使用

の自動販売機を導入し、2006年2月

時点で200台を設置しています。今後、

2年間で約1500台の設置をめざして

います。

●空容器の散乱防止対策を推進

飲料業界6団体による（社）食品容

器環境美化協会の主要メンバーとし

て、環境美化のため空容器の散乱防

止活動に取り組み、自動販売機1台

に1個を基本に空容器回収ボックス

を設置しています。この回収ボックス

は、再生PET樹 脂 製で、2005年 度

には164トンの樹脂を使用しました。

また自動販売機に散乱防止のため

の統一美化マークと管理責任を明確

にする「管理者統一ステッカー」を貼

付しています。

なお、2005年からは屋外の自動販

売機に設置場所を示す「住所表示

ステッカー」を貼付し、事件・事故・災

害時の緊急通報に役立てています。

2005年度は約67%に貼付しました。

オフィスでの環境負荷低減のため、各

事業所でさまざまな活動を行ってい

ます。特にごみの減量化と再資源化に

重点をおいて取り組み、本社・お台場

オフィスでは、ごみの分別ルールを徹

底した結果、2005年度の再資源化

率は2004年度より2%改善し97%と

なりました。また「ペーパーレス」や「用

紙の裏面利用」など、紙の使用量削減

活動も継続的に実施しています。本社

では、廃棄物の減量推進および適正

処理が評価され、6年連続で「ごみ

減量優良建築物表彰」(大阪市)を受

賞しています。

また、2005年は「チーム・マイナス

6%」に参加し、クールビズ・ウォームビ

ズを実施するなど、温暖化防止対策

の取り組みを行っています。

回収ボックス

住所表示ステッカー

エコベンダー

統一美化マーク リサイクルボックス

オフィスにおける環境活動

自動販売機における環境配慮 販
売
・
オ
フ
ィ
ス
に
お
け
る
取
り
組
み

エコベンダー (環境配慮型の自動販売機)導入や
オフィスにおけるごみの減量化・再資源化など、さまざまな取り組みを展開しています

販売・オフィスでの環境配慮
販売・オフィスにおける取り組み

販
売
・
オ
フ
ィ
ス
で
の
環
境
配
慮
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「天然水の森 赤城」(2005～)

「天然水の森  子持山」(2004～)

「天然水の森 白州」(2004～)

「天然水の森 
湯の峰」
(2005～)

「天然水の森 塩尻」(2005～)

西山森林
整備推進協議会 (2005～)

天王山周辺
森林整備推進協議会 (2005～)

「天然水の森 阿蘇」
(2003～)

❶

❸

❹❺
❻ ❽

❼

❷

製品づくりに水が欠かせないサント

リーにとって、水源涵養活動は社会的

責任と認識して、森林保全活動の場を

サントリー「天然水の森」と名付け、各

地で展開しています。

❶「天然水の森 阿蘇」(熊本県)

2003年に竣工した九州熊本工場の

水源地にあたる熊本県南阿蘇外輪山

の国有林102haで、国と協働して60

年間にわたる水源涵養機能の高い森

づくりに取り組んでいます。

なお、2005年に九州熊本工場は第

19回「肥後の水資源愛護賞」（主催：

(財)肥後の水資源愛護基金、熊本日日

新聞社・熊本県）を受賞しました。

❷「天然水の森 白州」(山梨県)

2004年から白州蒸溜所、白州水工場

近くの森林約62haを(社)国土緑化推

進機構と協働で整備することで合意

し、第１期整備に着手しました。

❸「天然水の森 子持山」(群馬県)

2004年、「法人の森
も り

林」制度を利用

し、北群馬郡子持山の国有林約5ha

を国と協働して35年間にわたり水源

涵養林として整備しています。

また隣接する約4haの森林を「ボラン

ティアの森」として環境教育などで活

用しています。

❹❺天王山周辺森林整備推進協議会・

西山森林整備推進協議会

  (天王山 ： 大阪府・京都府、

 西山： 京都府)

大阪と京都にまたがる天王山周辺（約

250ha）の保全・整備に向けて、2005

年2月に行政・学識経験者・所有者・地

域住民・ボランティアなどの関係者と

「天王山周辺森林整備推進協議会」を

設立し、森林整備活動に取り組んでい

ます。

また、京都府長岡京市西部に位置す

る西山（約800ha）についても2005

年6月に「西山森林整備推進協議会」

を設立し、同様の取り組みを行ってい

ます。

「天然水の森 赤城」

「天然水の森 阿蘇」

「天然水の森 白州」

天王山 西山

「天然水の森 子持山」

各地で森林保全活動を展開

サントリーの森林保全活動

全国で自然保護活動を展開
自然保護活動

地球環境を守り、持続可能な社会に貢献できるよう、 
水源涵（かん）養をはじめとする自然保護活動を全国各地で展開しています
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財団法人 日本鳥類保護連盟

トキの野生復帰連絡協議会

財団法人 山階鳥類研究所

北海道海鳥センター友の会

NPO法人 ナベヅル環境保護協会

NPO法人 どうぶつたちの病院
ヤンバルクイナ保護プロジェクト

東京都

新潟県

千葉県

北海道

山口県

沖縄県

放置テグス（釣り糸）の野生鳥類への被害減少のための活動

トキの野生復帰のための協働連携事業
（トキの生息環境創出のための機材整備と各集落への普及啓発）

ヤンバルクイナの保護回復に関する研究

ウミガラス繁殖地におけるコロニーの回復と海洋環境保全啓発

ツルと人の共生の里づくり

ヤンバルクイナの絶滅回避のための飼育および
野生復帰に関する研究

  50万円

200万円

250万円

150万円

100万円

200万円

助成金額団体名 所在地 助成の対象となった活動

公益信託「サントリー世界愛鳥基金」
「鳥類保護団体への活動助成」部門 2006年度助成先一覧

❻「天然水の森 塩尻」(長野県)

2005年11月に長野県塩尻市と「森
も

林
り

の里親」契約を締結し、塩尻市が所有

する2つの区画（計18ha）の森林整備

に取り組んでいます。

❼「天然水の森 湯の峰」（和歌山県）

2005年11月から和歌山県が実施す

る「企業の森」事業に参画し、田辺市

本宮町内において世界遺産である「熊

野古道」沿いの約4haを、地域や行政

と協力して森林環境の保全・育成を推

進しています。

❽「天然水の森 赤城」（群馬県）

2005年12月に利根川ビール工場の

水源地にあたる赤城山の国有林約

10haを「法人の森
も

林
り

」制度を利用して、

30年に渡って国と協働して整備して

いく契約を締結しました。群馬県では

2ヶ所目の活動となります。

2004年3月、こどもたちに水を育む森

の大切さを学んでもらう次世代教育サ

ントリー「森と水の学校」を「天然水

の森 阿蘇」に開校しました。

「森と水の学校」は、地元の森林イン

ストラクターやネイチャーゲームリー

ダーにより、運営されています。プログ

ラムの中には九州熊本工場見学もあ

り、企業の環境保全に対する取り組み

についても学んでいただけます。

2005年度は、合計28回の開催で約

1,400名の親子にご参加いただきま

した。また、2006年からは「阿蘇」と

「白州」で宿泊型の「森と水の学校」も

開始しました。

サントリーは1973年に野鳥の保護を

通じて自然保護活動に取り組む愛鳥

キャンペーンを開始しました。

同年には民間企業として初の「バード

サンクチュアリ(野鳥の聖域)」を白州

蒸溜所に開園し、探鳥会や巣箱掛け

などの愛鳥活動を行っています。また

絶滅の危機にあるアホウドリの復活

を支援する募金活動、野鳥保護の啓

発リーフレットの制作・販売など、さま

ざまな活動を行っています。

1990年には公益信託「サントリー世

界愛鳥基金」を創設し、国内外の鳥

類保護団体の活動に関する助成を行

い、大きな成果をあげています。

●「鳥類保護団体への活動助成」部門

国内外の鳥類保護団体の活動に対し

て、1990年 度の第1回から2006年

度の第17回までにのべ79団体に2億

200万円の助成を行っています。

●「地域愛鳥活動助成」部門  ＜新設＞

鳥類保護活動の裾野を広げるため

に、2006年度より「地域愛鳥活動

助成」部門を新設。身近な鳥類保護・

観察活動を行う学校のクラブ、ボラン

ティア団体などの地域グループに対

し、第1回目の2006年度は、計14件、

195万円の助成を行いました。

 

絶滅危惧種の保護
山崎蒸溜所と京都ビール工場では、地元に

ある「乙
おとくに

訓自然を守る会」から委託を受け、

場内で絶滅危惧種に指定されている植物

を栽培・育成しています。山崎蒸溜所では「カ

リガネソウ」（稀少植物）や「サワキキョウ」

「フジバカマ」など、京都ビール工場では「カ

リガネソウ」と「ミズアオイ」を栽培・育成しています。また同工場では、生育している約

150の植物を掲載した図鑑「京都ビール工場の花木たち」を作成。自由に閲覧できます。
サントリー「森と水の学校」

カリガネソウ

啓発リーフレット

森や自然の大切さを学ぶ
サントリー「森と水の学校」

野鳥保護を通じた自然保護活動
愛鳥キャンペーン

自
然
保
護
活
動

全
国
で
自
然
保
護
活
動
を
展
開
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2005年度 環境教育実施時間
(集合研修)

子持山（群馬県）

阿蘇（熊本県）

白州（山梨県）

天王山（大阪府・京都府）

西山（京都府）

合計

10/29

11/12

11/19

11/26

11/26

約 20 人

約 90 人

約 40 人

約 40 人

約 60 人

約 250 人

実施場所 実施日 参加者数

対象

新入社員全員

工場従業員全員

廃棄物処理法勉強会
（コンプライアンスリーダー）（35 部署）

お客様センター対応メンバー全員

従業員森林保全活動　( 約 250 名）

年間研修時間

50 分／人

4 時間／人

0.5 時間／人

2 時間／人

4 時間／人

2005年度昇格候補者試験環境項目
受験者数

受講者 428 人

環境e-ラーニング

サントリー

サントリーグループ

年間研修時間

2.5 時間／人

2.5 時間／人

対象 受講者

2,399人

1,527人

2005年度森林保全活動

環境経営を推進していくためには、一

人ひとりの環境に関する知識と意識

の向上が必要であるとの考えから、サ

ントリーは、新入社員に対する入社時

の研修や昇格候補者試験など、さま

ざまな機会をとらえ、環境教育・啓発

活動を展開しています。

●イントラネットを活用して
環境関連情報を発信

イントラネット上に環境に関する基礎

知識や業務に関係する環境関連法

規、社内ガイドラインなどを公開して

います。

また、最新の環境関連情報、動向など

については「ecoshipニュース」として

全従業員に発信しています。

●グループの従業員に
「環境e-ラーニング」を実施

2004年からグループの従業員を対象

とした「環境ｅ-ラーニング」を実施し

ています。

すでに、サントリーおよびグループ会

社従業員計3,926名が受講するとと

もに、海外駐在員も受講しています。

なお、このシステムを共同開発したグ

ループ会社の（株）サンモアテックで

は、「環境e-ラーニング 基礎編」を外

部企業に販売しています。

●社内報を通じて従業員と
その家族への啓発活動を展開

サントリーグループの環境活動や環境

情報については、社内報「まど」でも紹

介しています。この社内報は、従業員の

意識啓発だけでなく、従業員の家族か

らの理解促進にも役立っています。

●森林保全活動への参加による
環境教育

サントリーでは、環境教育で知識を習

得するだけでなく、「天然水の森」など

において森林保全活動を実践するこ

とによって、自然保護への理解を深め

ています。

2005年はサントリー「天然水の森 

阿蘇」をはじめ、全国５カ所で実施。グ

ループの従業員とその家族、約250名

が森林保全活動に参加しました。

環境e-ラーニング受講風景

「天然水の森 白州」での森林保全活動新入社員研修

社内報「まど」
天王山での森林保全に向けた竹林整備

さまざまな機会で
環境教育を推進

従業員のエコシップ向上のために 
一人ひとりの環境知識と意識啓発活動に取り組んでいます

環境知識・意識の啓発
環境教育・コミュニケーション

サントリー CSRレポート 200667



　環境レポート・CSRレポート発行実績

年度

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

環境レポート

環境レポート

環境レポート

環境レポート

環境レポート

環境レポート（詳細版）

Ecoship レポート
（ダイジェスト版）

サステナビリティレポート

Ecoship レポート

CSR レポート（詳細版）

CSR レポート

発行部数

10,000

10,000

12,000

25,000

30,000

15,000

30,000

WEBのみ

30,000

WEBのみ

35,000

ページ数

24

28

36

52

54

64

20

78

42

74

56

レポートの種類

2/7

6/13

7/11

10/2

10/14

11/10、11

11/28

12/10

第 3 回サステナビリティボード

企業の環境経営

企業の環境経営

水源涵養活動

企業の環境経営

サントリーの水源涵養活動、次世代環境教育

グリーン調達、トレーサビリティの考え方、
環境コミュニケーション

市民のエコライフ啓発～次世代環境教育

環境・社会・企業の有識者

東京都内大学

自治体、企業

自治体、NPO、有識者

企業

消費者、NPO、企業他

消費者、NPO、企業他

消費者、NPO 他

9

30

150

120

50

150

30

300

開催日 内容 主な参加者 人数（名）

　2005年度の代表的なステークホルダーダイアローグ開催事例

サントリーはステークホルダーの皆様

との対話を大切にしています。各種ダ

イアローグに加え、ホームページの専

用アドレス「エコメール」、レポートや

ホームページのアンケート、お客様コ

ミュニケーションセンターへのお問い

合わせなど、さまざまな形で皆様のご

意見・ご要望を頂戴し、目標・活動の改

善に活用しています。

「サントリー環境基本方針」に基づい

た継続的な取り組みをレポートにまと

め、1998年から毎年発行しています。

「 環 境 へ の 取 り 組 み SUNTORY 

ECOSHIP」で環境活動を紹介してい

ます。また、専用の電子メールアドレ

ス（eco@suntory.co.jp）を設けるな

ど、ステークホルダーの皆様と双方向

コミュニケーションに努めています。

2005年12月に国内最大級の環境イベ

ント「エコプロダクツ2005」に出展し、

当社の環境活動を紹介しました。

夏休みには、こどもたちに楽しみなが

ら環境への取り組みに触れてもらう

「親子見学会」を開催しています。また、

サントリーの環境活動を紹介したミニ

パンフレット「水と生きる 地球環境へ

の取り組み」を配布しています。

2001年から「地球環境そのものがサ

ントリーの大切な経営資源」という活

動ポリシーを伝える環境広告を展開し

ています。

小学校での環境学習用教材として

2005年に発行し、これまでに約9万

部を全国の小学校などに配布してい

ます。2006年4月には「第5回 消費

者教育教材資料表彰」（主催(財)消費

者教育支援センター）で印刷資料部門

「優秀賞」を受賞しました。

「水を育む森」をイメージしたブース

親子見学会

エコキッズノート

「水と生きる　地球環境への取り組み」

http://suntory.jp/ECO/

環境広告
環境報告書・CSRレポートの発行

ホームページ

環境教育の支援教材
「エコキッズノート」発行

「エコプロダクツ2005」への出展

工場でのコミュニケーション

ステークホルダーとの対話

環境保全活動をより充実していくために、 
お客さまとともに環境を考えていきたいと考えています

環境コミュニケーションの推進
環境教育・コミュニケーション

環
境
教
育
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

環
境
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
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