
一般社員に企業理念やCSRの浸透を
なぜ企業倫理やCSRを考えなければならないのか─私は究
極的にいうと、企業は経済活動によって何らかのメリット
を社会に与える一方、直接的なコストのほかに環境負荷な
どの見えないコストを発生させており、コストがメリット
を上回る企業には存続の価値がないからだと考えます。
大半の企業では、CSR担当部署の社員はCSRに対する意識が
高いですが、一般社員の関心は薄いのが実情です。
サントリーには、「水と生きる」という素晴らしい理念を全
社員に浸透させ、CSR活動をさらに充実させていただきた
いと思います。
企業が行う文化活動の意義を広報して
ある作家が｢企業の使命は、良い製品を作り、賃金を払い、

対話を重ねて、社会から求められる企業に 

ステークホルダーの代表の皆様には、サントリーの活動に対して深いご理解とご評価、そして今後に対する熱い期

待を寄せていただき、ありがとうございました。非常に興味深い視点、具体的な提案もたくさんいただきました。い

ずれも難しい課題でありますが、真摯に受けとめ一つひとつ実現に向けた努力を重ねていきたいと考えています。

CSR活動を推進する者の責任は、想像力の範囲を時間的にも空間的にも広げていくことだと改めて感じています。

それをいかに経営にフィードバックしていくかが大事です。ステークホルダーとのコミュニケーションを重ねなが

ら、新しいライフスタイルを提案し、将来にわたって社会に求められる企業をめざしていきます。

2006年3月2日（木）11:00～17:00
サントリー京都ビール工場

「現在のサントリーのCSR活動に対する評価」
「今後のサントリーのCSR活動に望むこと」

開 催 日 時：
場  所：
テ ー マ：

サントリーはCSR(企業の社会的責任)活動をさらに充実させるため、
2003年からマルチステークホルダーによるダイアローグ

「サステナビリティボード」を開催しています。
2006年は、企業、地球環境や社会分野の専門家の方々から提言をいただきました。

サントリー株式会社 専務取締役 経営企画本部長 内藤 俊一

2006年 サントリー・サステナビリティボードの概要

税金を納めることにある。文化云々なんておこがましい」
と言っていましたが、私は間違いだと思います。持てる資
金を文化活動に投じ、そのことが、多彩な文化の振興に寄
与すると同時に、企業の経営資源ともなる。というのが、企
業の文化活動の意義でしょう。サントリーはそういう観点
から、文化活動に長年取り組んでこられたのだと思いま
す。その価値を社内外に理解してもら
えるよう、もっと広報されることを望
んでいます。

大阪大学 名誉教授
関西学院大学大学院 教授

宮本 又郎氏

「水と生きる」責任をより深く広く追求して
誠実にCSR活動に取り組んでいるサントリーだからこそ、よ
り高い次元をめざしていただきたいという思いがあります。
たとえば、工場でビール1リットルをつくるのに使う水の量
も、まだまだ改善の余地があるはずです。原料の麦やトウモ
ロコシの灌漑用水を主とするバーチャルウォーターも含め
ると、相当量の水を使っていることになります。一方で世界
に目を向けると、欲しくてもすぐに水を得られない人たちが
11億人います。そういう人たちに対してどのように責任を
感じて、どういう活動をしていくのかが見えれば、「水と生き
る」サントリーのCSRはさらに充実するでしょう。
水をコンピテンシーに文化提案を
法令を遵守し、倫理に従い利益を追求していくことがCSR

の必要条件で、十分条件は価値を提供することではないで
しょうか。
サントリーのコンピテンシーは「水」にあると思います。水
を軸に成長し、文化を創造し、それを社会に還元して人々の
幸せをつくってきました。その文化創造を活動の中でより
明確にしていくことで、サントリーらしいCSRが全うできる
のではないでしょうか。こうした活動の
成果が数多く発信されることを期待し
ています。

ジャパン・フォー・サステナビリティ
ゼネラルマネージャー

小田 理一郎氏

少し先の将来に視点を置いた取り組みを
現在進行している地球上の水蒸気の増加に対し、危機感を
持っているのは一部の学者か企業だけで、一般の人は自分
の痛みとして感じていません。サントリーは今、「森と水の
学校」で森を散策して自然の仕組みを教えておられますが、
少し視点を遠くへ置いて、水の循環を含めた性質などを学
ぶプログラムを組み込んでも良いという気がしています。
自然保護活動による地域経済への好影響に期待
私はサントリー「天然水の森」の白州をはじめとしたいく
つかの森の管理に関わっていますが、白州の森は今、素晴
らしい状態になっています。鳥類トップの猛禽類から下の
層まで生息し、生態系に厚みが出てきました。生物多様性
への対応は、TPOが重要です。ビール4工場もそれぞれ水

系・気候帯が異なるため、地域に応じてリージョナルプラ
ンニングからサイトプランニングまで落とし込んでいく
必要があります。
2005年4月に改正施行された文化財保護法により、重要文
化的景観が保護の対象になりました。これに指定されると、
地域経済にも好影響を及ぼします。自然保護分野のトップ
ランナーであるサントリーには、地域の
森が文化性を備えた景観に成熟するま
でを支援していただきたいと思います。

東京農業大学 助教授

濱野 周泰氏

水源涵養のような長期的視野に立った活動に感銘
昨年のサステナビリティボードに参加して、サントリーの

「水と生きる」というコーポレートメッセージを掲げること
の重さを知って感動しました。地球上で今、水が本当に大事
なことはわかりますが、その水を育む「森を守る」という発
想が、排水をきれいにしようといった目先の活動とは全然
レベルが違うので非常に感銘を受けました。どこまでを自
社の責任範囲として捉えるかの違いといえるでしょう。
持続可能な社会を実現するためには、サントリーの水源涵
養のような何代も先の世代まで見据えた長期の視点が必要
だと思います。

命をつなぐことの大切さを消費者に発信して
暮らしのキーワードは「命」だと思います。いろいろな命を
つないでいけなければサステナブルでないし、命をつなぐ
には自然が重要です。少なくとも今ある多くの命を維持し
ていけるように、サントリーには今後も継続的に自然保護
や水資源保全に取り組んでいただき、あ
らゆる場面で、消費者に向けて情報発信
して欲しいと期待しています。

(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
理事・環境委員長

辰巳 菊子氏

わかりやすく客観性ある情報開示に共感
同じく企業でCSR活動を推進する立場から、サントリーの
昨年度版CSRレポートを興味深く拝見しました。素晴らし
いと思ったのは、「水と生きる」というコーポレートメッ
セージと「水の恵みを活かして」「水を育む」といった具体的
な活動とがリンクしていて、大変わかりやすいことです。
コミュニケーションによる文化創造で企業価値向上を

「水と生きる」という理念と活動のリンクにおいて、現状は
まだ分断的に事業に落とし込まれている部分もあるように
思います。しかし本来はもっと普遍的なことで、森が生き、
生物が生きることによって、おいしい水が飲め、生活が豊か
になるという、自然や水との関わりをコミュニケーション

するのもひとつの文化ではないでしょうか。いろいろな活
動とのリンクを一気通貫したカタチでコミュニケーション
し、それが多くの人たちに伝わると、文化の高揚につなが
り、サントリーの企業価値は数倍高まります。
芸術やアートだけが文化ではありません。環境や多様性も
文化になりうると考えれば、企業価値を
高める道はほかにもあるはずです。

株式会社資生堂 執行役員 企業文化部長

大矢 和子氏

持続可能性を追求することが大切な時代に
38億年にわたる地球の歴史の中で、現在は6番目にあたる
種の絶滅時代だと言われています。地球環境が持続可能で
なければ、社会も人類も存続し得ません。持続可能であるた
めに、企業は社会に対してどのような価値を提供するのか
CSR活動の最大の課題だと思います。

「水と生きる」の理念はすばらしいと感じますし、情報開示
とコミュニケーションの実践も高く評価しています。今後
はさらに、その情報やコミュニケーションをどのように企
業経営にフィードバックするのかが課題となるのではない
でしょうか。
CSRの一環として生物多様性の観点を
1992年に開催された地球サミットで、「気候変動枠組条約」

と「生物多様性条約」が採択されました。しかし日本では、前
者ばかりが取り上げられ、後者はなおざりにされているの
が実情です。
サントリーが取り組んでおられる森林保全活動は、生物多
様性という観点から非常に重要です。こうした観点から、そ
の意義をもっと明確に打ち出されたらよいと思います。そ
うすれば社員はもちろん、一般の方々の
認識も高まります。今後の課題として、
生物多様性の観点をCSR活動に加えて
いただければと期待しています。

環境監査研究会代表幹事・GRI理事

後藤 敏彦氏
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