
工場見学を終えて

中谷 サントリーは酒類、清涼飲料から健康食品、花、
外食までさまざまな事業を展開していますから、非常に範
囲が広く、また多くのお客様がいらっしゃいます。品質保
証を推進するうえで、サントリーが何よりも大切にしてい
るのは、お客様視点に立つということです。お客様の安
全・安心の追求はもちろん、お客様のニーズに応えるよう
な活動をしていきたいと考えています。
辰巳 先ほど、「伊右衛門」ができる過程をご案内いただ
きましたが、まず皆さんがどう感じられたか、あるいは、安
心・安全について、普段どのようにお感じになっていらっ
しゃるかについてお聞かせいただきたいと思います。
牧 工場を拝見させていただいて、清潔で（＊1）、とても
しっかりしたセキュリティで（＊2）、安全・安心にいただけ

るということがわかりました。
大石 消費者は、自分が食べるものがどうやってできるの
かがわからないところに一番不安を感じます。たとえば野
菜も、つくっている人の顔が見えると信頼感が出てきます。
工場を見て、どのようにつくられているかが目で見えるとい
うことは、大きな安心感につながると実感しました。
高井 私もこれまで、どういうふうにつくるのか考えてもみ
なかったのですが、茶葉一つひとつが、どのように工場に
入ってきて、いつ抽出され、どう商品化されたものなのか、
全部記録をとっているのも（＊3）、すばらしい、きちんとや
っていらっしゃると感心しました。
長井 ありがとうございます。確かな商品をお届けするた
めに、生産の現場としてはあたりまえに取り組んでいるこ
とですが、そのあたりまえの活動をご理解いただけたこと
をうれしく思います。
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2007年4月23日、サントリー清涼飲料の最新鋭工場・神奈川綾瀬工場に、日ごろ
サントリー製品をご利用いただいているお客様をお招きし、ステークホルダー・ダ
イアログを開催しました。ダイアログに先立ち、緑茶「伊右衛門」の製造工程をご
案内。サントリーの日常の生産活動そのままをご覧いただき、消費者の視点でサ
ントリーの品質保証についてご意見をいただきました。
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ＱＲコードを用いて、
原料から製造・流通工
程に至る履歴を追跡
（トレース）できるしくみ
を構築しています

＊3 トレーサビリティシステム

塵や埃を除去するエ
アシャワーを導入す
るなど、衛生管理を
徹底しています

＊1 エアシャワー

入館者を管理するシ
ステムを導入し、万全
のセキュリティ対策を
行っています

＊2 指紋認証システム

社会との対話

サントリーの品質保証

（文中敬称略）
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茶葉の安全性

辰巳 サントリーさんはお客様視点での品質保証の推進
を何よりも大切にされているというお話ですが、まずは
中味の品質という点で、ご意見はございませんか。
高井 最近いろんなメーカーさんで緑茶を出していらっし
ゃいますが、「伊右衛門」には石臼挽きの茶葉も加えてい
るとラベルに書かれていますね。残留農薬のチェックは
どうされているのでしょうか？
中谷 茶葉に農薬があると抽出液に出てきますから、茶
葉の状態で問題のないものだけを使用しています。石臼
挽き茶葉も粉の状態でしっかり保証されています。安全
なかたちでお届けしていますのでご安心ください。
大石 このお茶は、「国産茶葉100％」と大きい字で書
いてあります。ということは、一般的に考えると、ウーロン
茶のように外国から入ってきたお茶の葉を使う場合は、
農薬や安全性のことがよけいに気になりますが。
冨岡 サントリーのウーロン茶葉ですが、以前は多数の
生産農家からの茶葉を使っていましたが、その数を農家
の顔が見える数百軒まで絞りました。そして、使用される
農薬をはじめとして残留の可能性のある農薬について、
すべて食品衛生法適合であることを確かめています。
榎本 技術的なアドバイザーも送っています。福建省の
省政府でも農薬を検査していますが、サントリーでは、福
建省に対して、私どもの上海分析センターが、現地で実
質的にチェックできるような技術支援もしています。省政
府とサントリーが一体となって、ウーロン茶の茶園に対す
る品質保証面の働きかけをしています。

独自の品質基準

大石 ＣＳＲレポートの品質基準というところで、「当社独
自の」という言葉が何カ所か出てきます。品質基準という
のは、国が決めているある一定のレベルがあるわけです
から、それをクリアしていれば安全ということだと思うので
すが、「当社基準」というものが、それに対してどのくらい厳
しいレベルのもので、どこを求めているのかということが、
ピンとこなかったですね。いいものをつくるためには、必

ず環境的に負荷がかかってきて、品物の値段が上がるな
どといったマイナス面も出てくると思うんです。
榎本 たとえば残留農薬の場合は、食品衛生法で決めら
れた基準の５分の１以下で管理しています。水に関しても、
水道法や食品衛生法の基準はもとより、環境ホルモンな
どにも影響するような物質も含めまして、私どもで設定し
た約１９０の項目の検査をしています。
冨岡 そういう独自の基準が、飲んでいただく値段に転嫁
されるのではないかということに関してですが、オーバース
ペックでなく、どこまでジャストスペックに近づけられるか、
というのは、それぞれの企業努力だと思います。

容器、景品の品質保証

辰巳 容器に関しての安全性ということで、牧さんからご
意見がありましたが、今日の工場見学で少しは解決できた
のか、どういう点で気になるのか、もう一度、お話しいただ
けますか。
牧 こんな小さいものがふくらんで、PETボトルができる
ことにびっくりしました。さらに消毒、熱湯すすぎ、という
工程があることを知って、とても安全な、清潔なものであ
ることが理解できました（＊4）。PETボトルには、環境ホ
ルモンの問題はないのでしょうか。
冨岡 生産設備、全包材で環境ホルモン対策を行って
いますので問題ありません。安全とお考えください。
辰巳 ちょっと気になるのは、PET容器は非常に便利だ
から、何回も繰り返して使う人がいます。私も何回かは使
います。熱いものでなくても、繰り返して入れたりして使う
ということに関しても、問題ありませんか。
折井 溶出がどうのという問題はありませんが、衛生の問
題がありますので、基本的には詰め替え使用しないように
お願いしています。
辰巳 その他こんなことも聞いてみたいなと思われること
があれば何でも遠慮なくお話しください。
大石 ＣＳＲレポートを読んでいて、景品のことがけっこう
書いてあるなと思いました。確かに景品が楽しみで買うこ
ともありますが、品質保証まで必要あるかなとびっくりしま
した。景品に関して、クレームが多いのでしょうか？
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プリフォーム（試験管
型の樹脂）をふくらま
し、ＰＥＴボトルの形に
します

＊4 ＰＥＴボトルの成形
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ムページ上で公開するようにしていますが、そういうご要望
が高まり、時代がそういうものを要請するのであれば、将
来的には安全性についても、ラベルに記載すべきだと考
えています。
大石 全員が知りたいと思わなくても、知りたい人が知
りたいと思ったときに、すぐに調べられるというのは、すご
く大事なことですので、これから先そういうふうにされてい
くと、またそれも信頼感につながるのではないか、という
気がします。
榎本 まさにそういう声を、社内では私どもはいつも言っ
ています。お客様の声をかたちにしていくような活動を、
われわれが代弁していかなければならない。お知りになり
たい方にきちんと伝えるということを、今後は重視してい
きたいと思います。
辰巳 ありがとうございました。こういうステークホルダ
ー・ミーティングはすごく重要ですね。企業の側は専門家
ですが、専門家だけでは伝えきれないことが、普通の人た
ちだからこその視点の中にあると思います。こういう機会
を設けてくださったことに感謝いたします。そして、今日の
議論を何かに反映していただけると、さらにうれしいなあ、
と思っています。
情報というのは、あるとき伝えたらそれでおしまいというも
のではないと思います。情報提供は継続して必要だし、ま
た、それに対する声も常にないといけなくて、相互に継続
してやっていくのは重要なことかと思っております。
中谷 長い時間ありがとうございました。サントリーは、お
客様とのコミュニケーションを大事にしておりますが、直接
お話しさせていただくことで、われわれのお客様に対する
責任の重さをより強く感じさせられました。
お客様と企業で立つ位置が違うのはしかたありませんが、
近づく努力を継続していかねばなりません。ホームページ
などももう少し使っていただきやすい工夫などをしていか
なくてはならないと、あらためて感じさせられました。今後
もこうしたミーティングをできるだけ重ねていきたいと考え
ています。本当にありがとうございました。

冨岡 景品を誤使用するといった問題があります。です
から、たとえば、のどを通るものはお子様が誤飲する危険
があるため、あるサイズ以下の景品はつけないようにして
います。
折井 景品は、商品を買ったら思いがけずついてきたと
いうお客様も多いので、どのように使うのかから始まって、
いろいろなご質問をいただきます。景品に手ぬぐいをつけ
た場合、色落ちしませんか、とか。そういったかなり細かい
ところまで気にされるお客様もいらっしゃいますので、そこ
までこちらも保証しないといけない、ということです。
辰巳 景品はコストもかかりますよね。一般論としてコス
ト削減となると、海外からの調達でとなりがちです。そうす
ると、いろいろと問題が起こる可能性があります。だから、
景品の品質保証、私はいいなと思います。逆にそこまで
ちゃんとやっているということをもっとアピールしてもいい
のではないかと思いますが、情報提供というような視点で
何かありますか。

お客様への情報提供、コミュニケーション

高井 おうかがいしていますと、サントリーさんはさまざま
な取り組みをしっかりやっていらっしゃいますよね。そこま
でされているなら、たとえば原料の安全性についても、こ
このラベルに、「サントリーが自信をもってチェックをし、供
給しております」というふうなことが書いてあってもいいん
じゃないかと思います。
冨岡 悩ましいのはスペースの問題です。皆さんに購入
いただくためのアイキャッチや情報も入れたいし、法律的
に決められた表記もしなければいけない。これに安全まで
入れると、申し訳ないのですが、字の大きさがもっと小さ
くなります。そうすると、たとえ書いても読んでいただけな
いという、二律背反になってしまいます。安全に関する情
報提供は、ホームページ、商品カタログ、パンフレットなど
でやらざるをえない、というのが、正直なところです。
折井 お客様の声をいただいても、どこにお客様が注目
されているかによっていろいろです。原材料表示をもっと
大きくという声もあれば、冷たく冷やして飲むとか、温めて
飲むなどの飲み方のガイドが欲しいというのもありますし、
ブランド名をはっきり出してほしいという方もいらっしゃい
ます。どの情報を優先して、どういうふうにお伝えしていっ
たらいいのかなと。
大石 私は逆に、あまり安心ですよ、安全ですよと書かれ
ると不安になる（笑）。本当はどうなんだろうと。安心は、
消費者が思うものであって、押しつけられるものではない
と思います。お客様とのコミュニケーションがきちんとでき
ていて、会社に信頼感があれば、たとえ書いてなくても手
が伸びます。
榎本 製品ラベルへの表示は限界がありますので、ホー
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