
グループ全体で環境経営を推進
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環境マネジメント
豊かで持続可能な社会を次の世代に引き継ぐために、
中期目標を掲げ、グループ全体で環境経営を推進しています。

サントリーグループは、1991年に「環境室（現：エコ戦略
本部）」と「環境委員会（現：エコ戦略推進会議）」を設置。
1997年には「環境基本方針」を制定し、すべての事業活
動の基盤と位置づけ、これをグループ全社で共有し、環
境経営を推進しています。

サントリーグループは環境経営の推進に向け、1998年か
ら環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001の認
証取得を積極的に進めています。2006年までに主要工
場と本社機能部門が、2007年には研究開発部門が認証
取得。さらに2009年には販売サービス系国内グループ
会社19社、3つの文化拠点、営業部門4社（合計約900カ
所）が認証を取得し、国内グループ会社の約8割で取得を
完了しました。原材料調達から廃棄までの全段階で環境
マネジメントシステムを推進する体制を強化しています。
また、今後は、国内の未取得会社および海外グループ会
社での認証取得をさらに推進していきます。

サントリーグループは水や農作物などの自然の恵みをも
とに商品をお届けしているため、原材料に由来する環境リ
スクは他の製造業などに比べて小さいと考えられます。
しかし、工場では燃料および生産工程の洗浄・殺菌用薬
品を使用し、研究所では化学物質を取り扱っているため、
あらゆる異常・緊急事態を想定してリスクを評価し、対応
策を講じています。

環境リスク対策を徹底

事業活動における環境保全への取り組みを定量的に評
価するツールとして環境省「環境会計ガイドライン2005
年版」に準拠した環境会計を活用しています（2009年実
績／環境投資額：11億円、費用額：83億円）。

環境会計を開示

ISO14001の認証取得を推進
サントリーグループ環境基本方針（1997年制定、2009年改訂）

グリーン調達・グリーン購入の推進

環境負荷の少ない資材・原材料や製
品の調達・購入を進めています。ネ
ット購買システムを活用したグリー
ン購入をグループ全社に順次拡大。
2009年は国内グループ会社41社が
このシステムを利用、グリーン購入
金額比率は89％となりました。

社員への環境教育

社員一人ひとりの環境知識・意識の
啓発を図るため、実務的な研修・勉
強会を開催するほか、国内外のグル
ープ会社で「環境ｅ‐ラーニング」を
実施するなど、さまざまな機会を通
じた環境教育を推進しています。

PETボトル再生繊維を使用した
制服

（株）プロントコーポレーションでの
ケータイ版環境e-ラーニングの受講

サントリーグループは、水と大地と太陽の恵みをお客様にお届け
する企業として、環境経営を事業活動の基軸におき生命の輝きに
満ちた持続可能な社会を次の世代に引き渡すことを約束します。

1.水のサステナビリティの実現 
「水と生きる」をコーポレートメッセージに掲げる私たちは、全ての

生命の源であり、事業基盤である「水」を大切に使いきれいに浄化

して自然環境に還し、使用した以上の水を育む森を守り続けます。

2.全員参加による低炭素企業への挑戦
地球市民として、グローバルな視点で環境保全に取り組み、事業活

動のバリューチェーン全体におけるCO2削減を実行します。

3.イノベイティブな3Rの推進
循環型社会の実現に向けて、不断の技術革新により、事業活動の

あらゆる側面で3R（Reduce,Reuse,Recycle）を一層推進し、持

続可能なビジネスを構築します。

4.社会との対話と次世代教育
次世代に継承される豊かな自然を守るため、情報開示に努めると

ともに、社会との対話を重ね、また、青少年への環境教育にも力を

注ぎます。

5.Good Companyの追求
エコマインドを高く持つグループ社員づくりを通じて人と自然と響

きあいながら新たな価値を創造し“Growing for Good Company”

に向けて邁進します。

水とともに生きる
自然との共生 環境マネジメント

水資源の保全
CO2削減
廃棄物の削減と再資源化
容器包装の3R
生物多様性の保全／次世代環境教育
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環境経営を強化するため中期目標を設定 ライフサイクル全体で環境負荷の低減

環境経営を一層推進するために、2009年、水源涵養面
積およびCO2排出量削減の2つの中期目標を設定しまし
た。この目標に基づき、活動をさらに強化していきます。
●2011年までに水源涵養面積を約7,000haに拡大　　
（P.11～14、P.23参照） 
●2012年までに国内全事業活動におけるCO2排出量を
2007年比20％削減（P.7～10、P.24～25参照）

サントリーグループの事業活動では、生産工程で資源・エ
ネルギーを消費し、副産物や廃棄物を排出しています。
また、物流、販売、容器リサイクルなどの各工程でも資源・
エネルギーを消費しています。これらの活動に伴う環境
負荷を定量的に把握することで、各段階での負荷低減活
動に活用するとともに、環境経営の効率化･レベル向上に
役立てています。

◯事業活動と環境負荷の全体像（対象期間2009年1月1日～12月31日）

※1 BOD：生物化学的酸素要求量。水の汚染度を表す指標のひとつ
※2 電気由来のCO2排出量は電力会社ごとの実排出量に基づく排出係数を使用

環境省「省エネ照明デザインモデル事業」対象事業者に選出

（株）プロントコーポレーションは、
LEDなど省エネ照明を率先して導入
していることが評価され、2009年1
月環境省から「省エネ照明デザイン
モデル事業」対象事業者に選ばれま
した。

調　達

事業プロセス

プロント品川店

生産量  

生　産

3,224千kℓ

物　流

消　費

INPUT OUTPUT

びん 
アルミ缶 
スチール缶
PETボトル
段ボール箱
その他

包装資材
106千t
32千t
59千t
62千t
99千t
34千t

392千t

原料 361千t

燃料
（原油換算） 98,093kℓ

259百万kWh電気

用水 20,075千m3

CO2

NOx
89千t
234t

大気排出

排水
公共水域への
排出BOD※1

16,245千m3

35t
CO2

SOx
NOx

302千t
1.2t
126t

大気排出

208千t副産物・廃棄物

Web 詳しい情報はCSRサイトでご覧いただけます。
環境活動「環境マネジメント」
「事業活動と環境負荷」「環境対策の推進」
「環境会計」

関連情報をWebサイトでご覧いただけます。
●環境活動　http://suntory.jp/ECO/参考

容器のリユース・
リサイクルの推進

空容器 6,120百万本
びん 
アルミ缶 
スチール缶
PETボトル

350百万本
1,978百万本
1,781百万本
2,011百万本

（酒類・飲料）

水
と
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も
に
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る

※2

2008年3月より環境緑化事業を展開

サントリーミドリエ（株）は、土を使
わずに緑化を可能にする新素材「パ
フカル」を独自開発し、屋上および
壁面緑化システム「緑の屋根」「花の
かべ」や緑のインテリア「ミドリエデ
ザイン」を展開しています。

壁面緑化システム「花のかべ」

かんよう



「水のサステナビリティ」の実現に向けて 2011年約7,000haを目標に「天然水の森」を拡大
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水資源の保全
サントリーグループの事業は水や農作物といった自然の恵みに支えられています。
「水と生きる」企業として、自然界の水の循環に負荷をかけない事業活動の実現をめざし、活動を強化しています。

「水と生きる」企業が循環型社会の中で果たすべき責任と
して特に重要なテーマは、「水のサステナビリティ（持続
可能性）」を実現することと考えています。サントリーグル
ープでは、その実現に向けて、水を育む森を守り、水を大
切に使い、きれいにして還す活動を強化しています。

「水源涵養活動」を順次拡大

水を育む森づくりは、かけがえのない地下水の持続可能
性を守る活動です。サントリーグループでは、2003年か
ら工場の水源涵養エリアにあたる場所を中心に、国や地
方自治体、地元の方々、学識経験者の皆様と協働で、長
期的・科学的な視点に立った「天然水の森」活動を展開。
全国10都府県12カ所でエリア固有の自然環境や、生態
系に十分に配慮しながら、高い水源涵養機能を長期にわ
たって発揮できる森づくりを進めています。

2009年12月には「天然水の森 丹沢」自然再生プロジェクト
を、2010年2月には｢天然水の森 きょうと南山城」、４月には
「天然水の森 奥多摩」を新たに加え、2010年4月末現在、総
面積約3,100haの森で活動を展開しています。今後、工場で
使用する地下水量を上回る地下水の涵養をめざし、2011年
までに「天然水の森」を約7,000haに拡大していく計画です。

水使用量の削減を強化

工場では製品の中味に用いる水以外にも、生産設備の洗
浄や冷却用など多くの水を使用します。限りある水資源を
大切にするために、省水化を徹底するとともに、水の再利
用・循環の解析手法（ピンチテクノロジー）などを導入。工
場ごとに中期目標を設定し、水使用量の削減に取り組んで
います。2009年の生産量は増加しましたが、節水活動の
強化により水使用量・原単位ともに減少しました。

24時間体制で排水管理を徹底

排水の際、できる限り自然に近い状態で還すため、法律
より厳しい自主基準を設定し、水質や水温などの排水品
質を管理しています。工場から排水される水は嫌気性排
水処理設備などで浄化処理された後、24時間監視体制
のもとで下水道や河川に放流しています。

社員による森林整備体験

※総量で1990年比62.1％増、原単位で49.6％減
※原単位は製造1kℓあたりの使用量を表します

か ん よ う

◯用水使用量（国内24工場）

東京大学「水の知」（サントリー）総括寄付講座における
学術的な研究

◯水源涵養活動の状況（2010年4月末現在）

「天然水の森  奥大山」

約147ha 30年

「天然水の森  奥多摩」

約44ha 30年

「天然水の森  阿蘇」

約102ha 60年

「天然水の森  湯の峰」

約4ha 10年

「天然水の森  丹沢」

約577ha 100年

「天然水の森  南アルプス」

約180ha 30年

「天然水の森  塩尻」

約18ha 5年

「天然水の森  子持山」

約5ha 35年

「天然水の森  赤城」

（５年ごとに自動更新）

（５年ごとに自動更新）

約1,310ha 100年

西山森林整備推進協議会

天王山
周辺森林整備推進協議会

約250ha 10年

｢天然水の森 
きょうと南山城」

約700ha 30年

約800ha 10年

対象面積 契約年数

2008年から東京大学と協働で「水の知」（サントリー）総括寄付講
座を開設。これは両者が水に関する知見をもち寄り、研究者の育
成・次世代教育・情報発信を通じて社会
の関心を高め、世界的な水問題の解決と
豊かな水環境の創成を図るものです。

社員に対する環境教育の一環とし
て、「天然水の森」 森林整備体験を
行っています。2009年は「天然水
の森 赤城」をはじめ全国6カ所で実
施し、グループ社員とその家族403
名が参加しました。

「天然水の森 赤城」での植樹

’90 ’08’06 ’07
0

20,000

25,000

15,000

10,000

5,000

0

20,34620,427

12,385

19,698

7.0

12.3

7.0 6.5

原単位（m3/kℓ）

10

5

使用量（千m3）

’09

20,075

6.2
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バリューチェーン全体でCO2排出量を削減

CO2削減
バリューチェーン全体で省エネルギー・省資源に努めるとともに、
地球温暖化防止のため、CO2など温室効果ガスの排出量削減を進めています。

商品開発・製造から物流、販売に至るまで、バリューチェー
ン全体でのCO2排出量の削減を図るため、部門ごとに課題
を設定し活動に取り組んでいます。
2009年には、新たな中期目標として、サントリーグループの
国内事業活動全体でのCO2排出量を2012年までに2007
年比で20％削減し、204万トン（2007年実績：255万トン）
とすることを掲げました。生産、物流部門における取り組み
を強化しながら、容器の軽量化や省エネ型自動販売機の導
入などをさらに進めることで目標達成をめざします。

生産活動での省エネ活動によりCO2削減

生産活動においては、廃熱を回収して有効利用する蓄熱
システムや、高効率ボイラーの導入など、さまざまな環境
新技術の導入を行い省エネルギーに努めるほか、CO2排
出量の少ないガス燃料への転換、再生可能なクリーンエ
ネルギーの導入を順次進め、CO2削減を進めています。
2009年は、燃料転換の終了していない工場における燃
料転換や、改善工事を重ねた結果、CO2排出量は前年比
1.3％減となり、原単位では同4.2％減となりました。

※原単位は製造1kℓあたりの排出量を表します

◯CO2排出量（国内24工場）

奥大山ブナの森工場の雪室

サントリーホールでは、2006年より年間電力使用
量の約25％にマイクロ水力発電によるグリーン電
力を導入しています。また、バレーボールやラグビ
ーの一部の試合においても「グリーン電力証書」
システムを利用し、CO2削減を図っています。

グリーン電力の活用

グリーンパワーマーク

白州工場の太陽光発電

※総量で1990年比18.5％増、原単位で63％減

’90 ’08’06 ’07

200

100

0

300 300

200

100

0

原単位（kg/kℓ）排出量（千t）

301 285 306
255

97.898.2253.8
106.7

天然ガスを燃料に自家発電し、発生する廃熱も同時に利
用する「コジェネレーション（熱電併給）」システムを順次
導入、エネルギー効率を高めることで、導入前に比べて
CO2排出量を20～30％削減しています。

省エネルギー～コジェネレーションシステムの導入

重油に比べ熱量あたりのCO2排出量が低く、いおう分を
ほとんど含まない都市ガス、液化天然ガス（ＬＮＧ）を導
入。2009年にはサングレイン（株）において燃料転換工
事を行い、CO2排出量を年間約3,800トン削減しました。
これにより主要工場すべてで燃料転換を完了しました。

主要工場で燃料転換を完了

サントリーグループでは、太陽光・マイクロ水力などの再生可
能なクリーンエネルギーへの代替利用を進めています。
サントリービバレッジプロダクツ（株）神奈川綾瀬工場で
は、多様な省エネルギーシステムの導入ならびに風力・太
陽光発電などの利用により、2008年に業界トップクラス
のCO2排出量の原単位を達成。2009年3月には、（株）日
本総合研究所主催の「食品産業CO2削減大賞」で農林水
産大臣賞を受賞しています。
また、2010年4月に竣工したサントリー天然水南アルプス
（株）白州工場（山梨県）では、業界最大規模の約490kW
の太陽光発電パネルを設置。晴天時には工場で使用する
電力の約20%をまかない、電力会社からの購入に比べて
CO2排出量約205トン（工場全体の排出量の2％）を削減
します。このほか、サントリー天然水（株）奥大山ブナの森
工場では、雪室（ゆきむろ）に冬季の雪を蓄え、春～夏季の
冷熱負荷の一部に活用しています。

再生可能エネルギーも積極的に活用

Web 詳しい情報はCSRサイトでご覧いただけます。
環境活動「水資源の保全」「CO2削減」「工場での取り組み」

’09

302

93.7

奥大山ブナの森工場が「新エネルギー百選」に

サントリー天然水（株）奥大山ブナの森工場（鳥取県）は、「雪室」
（冬に積もった雪を貯蔵し、冷却用エネルギーとして使用）や「蓄
熱システム」（生産で発生する排熱をタンク内に蓄え、必要なとき
に温熱を供給して再利用）などの省エネルギー技術が評価され、
2009年「新エネルギー百選」（経済産業省とNEDO※が共催）に
選ばれました。
※独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
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環境配慮型自動販売機の設置を促進

モーダルシフトを推進

環境に配慮した物流の実践

サントリーグループは、原材料の調達から商品をお客様に
お届けするまでの物流・輸送業務において、モーダルシフ
トの推進とともに、自社開発の「統合配車 システム」を活
用した高効率輸送を行っています。
2009年度は、販売数量が増加したものの輸配送量（重量
×距離）をさらに効率化することで、CO2排出量は前年度
比1％減の約88,000トンとなりました。

◯モーダルシフト率の推移

サントリーグループは、自動販売機の電力使用をバリュー
チェーンにおけるCO2排出量削減の重要課題と位置づけ
ています。そこで、従来型に比べて電力
使用量を約37％削減できる「ヒートポン
プ式※自動販売機」を2007年から順次導
入し、2009年末までに約17,500台を設
置しました。今後も積極的に導入を進め
ていきます。

中長距離輸送では、トラックに比べてCO2排出量が少な
い鉄道・海上船舶輸送に転換するモーダルシフトを推進
しています。2009年は海上輸送が1％減、鉄道輸送は2
％増となり、モーダルシフト率は1％増の34％となりまし
た。また、500km以上の輸送ではモーダルシフト率は
74％に達し、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。

「統合配車 システム」は、サントリーグループ各社・調達
先、さらに他社貸物まで含め、日々の物量・運送計画に基
づき、統合配車センターが最短・最適の配車を行うもので
す。これにより台数・走行距離・空車走行を大幅に縮減
し、輸配送時のロスを減らすことで、環境負荷の一層の
低減を図っています。

「統合配車 システム」の拡充を推進
’08’05 ’06 ’07
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ヒートポンプ式自動販売機

◯輸送時におけるCO2 排出量の推移

CO2排出量（千t） 販売数量（%） 輸配送量（%）
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’06.4～’07.3 ’07.4～’08.3

100 103

※販売数量と輸配送量は、2006年を100とした場合

走行台数の削減に向け、トレーラーなど大型車両への切
り替えを進め、2009年は、工場から製品倉庫間の大型車
両比率は99%に達しました。

使用車両の大型化

’09

10

24 34%

第1回エコシップマーク認定事業者に

京都ビール工場と九州熊本工場間
で、海上輸送とJRコンテナ便を併用
した「モーダルシフト」を進め、CO2
排出量の削減を図りました。この取
り組みが高く評価され、「エコシップ
･モーダルシフト優良事業者選定委
員会」から「第1回エコシップマーク
認定事業者」に認定されました。

キリングループとの共同配送を実施

2009年7月から千葉県内（一部エリアを除く）において、サントリー
フーズ（株）の物流拠点にキリンビバレッジ（株）の物流拠点の清涼
飲料商品を集約すると同時に、千葉県内のお得意先に対し共同配
送を行っています。この取り組みにより、両社合計で、年間のCO2
排出量を約46トン削減することが可能となりました。

89

108

’08.4～’09.3

98
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109

’09.4～’10.3

100

◯統合配車 システムのイメージ

（洋酒・ビール・ワイン・清涼飲料）

輸送依頼情報

（缶・びん・段ボールほか）

包材メーカーサントリーグループ

輸送依頼情報

（電化製品など）

他社

輸送依頼情報

サントリー統合配車 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

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

③1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

A運送会社 B運送会社 C運送会社 D運送会社
統合配車管理画面で
リアルタイム管理

※ヒートポンプ：冷却庫室で発生した熱を吸熱して加温
　庫室へ放熱することで熱を有効利用するしくみです



再資源化率100％維持の取り組み
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廃棄物の削減と再資源化
循環型社会の構築に寄与するために、
製造工程で発生する副産物・廃棄物の排出量削減と100％再資源化に取り組んでいます。

2009年の国内全工場での副産物・廃棄物の発生量は
208,157トンで、前年に比べて総量で4％、原単位で0.6
％増加しました。再資源化率は2000年に100％を達成。
以来、2005年、2008年を除き、100％を維持し、2009年
も100％を達成しています。

製造工程で発生する副産物・廃棄物の中で最も量が多い
のは、製品原料である農産物由来の植物性残さで、次いで
多いのは排水処理で発生する汚泥です。これらについて
は、再資源化を徹底。たとえば、ウイ
スキーやビールの原料である大麦麦
芽の糖化粕は家畜飼料に、汚泥は有
機肥料としてリサイクルしています。

ファーストキッチン（株）では、ごみ
を削減するために、店内用の紙カッ
プはマグカップに変更。また、ポテ
トやチキンをフライした際の廃油は
回収し、飼料などにリサイクルして
います。

◯副産物・廃棄物の排出量と
　その原単位および再資源化率（国内24工場）

◯副産物・廃棄物の再利用フロー

サントリーグループでは生産設備の洗浄などで発生した
排水の処理で、嫌気性排水処理設備を導入しています。
嫌気性処理とは嫌気性菌と呼ばれる酸素がない状態で
活動する微生物を用いて、汚濁物質を分解する処理法で、
酸素が必要な好気性菌による好気性処理法に比べて排
水処理にともない発生する汚泥の量を半分以下に減らせ
ることができます。また、工場では処理で発生するメタン
ガスを燃料として有効活用しています。

汚泥発生量削減への取り組み

ビール

食品
（ウーロン茶）

排出物

お
客
様

洋酒

工場排水

工場排水

排水処理

仕込 蒸溜 樽詰 貯蔵 ブレンド びん
缶詰 箱詰 出荷発酵

貯酒 ろ過 びん
缶詰 箱詰 出荷発酵

茶葉分離抽出 調合 殺菌
びん

PETボトル
缶詰

箱詰 出荷

仕込

飼料 有機肥料 家具

トイレットペーパー

PETボトル
繊維製品など

びん
タイル

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

再生段ボール

合板用チップ

燃料

有機肥料

糖化粕 酵母 茶葉 樽材 ラベル粕 びん 段ボール メタンガス 汚泥木製
パレット

プラスチック
ケース

アルミ缶
スチール缶PETボトル

再利用用途

廃油を回収し、飼料にリサイクル

日本サブウェイ（株）では、協力工場
であらかじめカットした野菜を使用
し、店内での生ごみの発生を減らし
ています。また、協力工場での残さ
は農場の肥料や動物の飼料として
活用しています。

野菜などの残さを肥料として活用
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〈再資源化率〉 99.9 100.0 100.0 98.1 100.0 （％）

余剰汚泥 樽材、木パレット ガラス類 紙くず
プラスチック類 金属類 その他 原単位（kg/kℓ）
仕込粕

※原単位は製造1kℓあたりの排出量を表します

65.2 66.464.9 64.2

種類別に再資源化の用途を開拓

’09

208

64.6

Web 詳しい情報はCSRサイトでご覧いただけます。
環境活動「CO2削減」「物流の取り組み」「自動販売機の取り組み」「廃棄物の削減と再資源化」
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武蔵野ビール工場では36種類の分別回収を実施



容器のライフサイクルを視野に入れた取り組み
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容器包装の3R
商品設計から輸送、消費後のリサイクルまで、容器のライフサイクルを視野に入れ、
「3R」に基づく環境負荷の低減に力を注いでいます。

サントリーグループでは、酒類から清涼飲料に至る各種
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、商品の消費後に容器の多くは廃棄物になります。そ
の社会的影響を強く認識し、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、LCA※の
観点から容器包装における環境負荷低減の取り組みを
強化しています。

「3R」の推進を強化

サントリーグループでは、容器の企画・開発から製造・廃
棄・リサイクルに至る環境負荷を低減するため、「3R
（Reduce,Reuse,Recycle）」の活動を強化しています。
容器包装に関わるリサイクル8団体が2010年の目標値
を設定した「事業活動における容器包装の3R推進に係る
自主行動計画」に対しては、それを上回る独自の目標値を
定め、取り組みを推進しています。

リサイクル業界団体の活動に参画

サントリーグループは「容器包装リサイクル法」の遵守は
もとより、再商品化委託料の負担など、事業者としての責
務を果たすとともに、リサイクル業界団体の活動に積極
的に参画しています。現在では、容器包装リサイクル法の
浸透により、日本の容器回収率・リサイクル率は世界の
最高レベルに達しています。

環境負荷の少ない「ロールラベル」を導入

2009年4月より280ｍℓ小容量PET
ボトル入りの飲料ラベルに、はがし
やすくリサイクルしやすい「ロールラ
ベル」を導入しています。また、従来
のシュリンクラベルより薄く小さくラ
ベルを軽量化することで、ラベリン
グ工程におけるCO2排出量を78％
削減しています。

段ボールの軽量化

2009年12月より、清涼飲料の小容量商品出荷用に、安全性と強
度を保ちながら紙の使用量を15％削減した軽量化段ボールを導
入しています。新たに導入する段ボールは、表と裏の両側面の紙を
6％、その間に挟み込む芯となる紙の使用量を25％削減。これに
より、従来に比べて段ボール製造時のCO2排出量を年間約1,000
トン削減することが可能になります。

※ 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

省資源化や輸送時の省エネ対策の一環として、PETボト
ル・ガラスびんなどの容器だけでなくキャップやラベルも
含む多面的な軽量化を進めています。また一部工場で
は、PETボトル自社成型にも取り組んでいます。

Reduce：容器の軽量化

ビール・発泡酒や飲食店様向け清涼飲料などの「リターナ
ブル容器」は、自社ルートで回収し、洗浄して繰り返し使用
しています（2009年：のべ95百万本回収・再使用）。また、
ガラスびんについては、栓抜きで開栓する際に口欠けしに
くい形状への改善にも取り組んでいます。

Reuse：容器の回収･再使用

容器設計ではリサイクル品の品質確保のため、無色透明
PETボトルの採用、はがしやすいラベルの開発などに注
力しています。また、回収段階では容器素材ごとに効率
的な回収ルートを活用し、運用を支援するほか、自動販
売機1台に1個の割合で回収ボックスを設置するなど、空
容器散乱防止の取り組みも行っています。

Recycle：容器設計から回収までリサイクルに配慮

◯容器回収率の推移（各業界団体データより）
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※各リサイクル率の2009年の数値は、2010年7月頃公表される予定です
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プリフォーム

◯PETボトルの成型フロー
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生物多様性を念頭においた事業活動

生物多様性の保全／次世代環境教育
サントリーグループは野鳥保護をはじめとする「生物多様性の保全」に取り組むとともに、
かけがえのない自然環境を次世代に引き継ぐための環境教育活動に力を注いでいます。

水や農作物を主原料とするサントリーグループにとって、
健全な生態系を守ることは基本的な責務であると考えて
います。この認識を基本に、工場建設にあたっては周辺
地域の生態系への影響を調査･分析するなど、生物の多
様性を念頭においた事業活動を展開しています。

次世代に向けた環境教育

水源涵養活動を行う「天然水の森」（P.23参照）では、複雑
な植生の回復や多種多様な動植物が生息できる森づくり
を推進しています。また、全国の
工場においては、地域固有の生物
多様性に配慮した緑化や、動植物
の生息状況の観察、希少植物の
保護活動などを展開しています。

地域固有の生態系を守る活動を推進

“Today Birds, Tomorrow Man”（今、鳥に起きているこ
とは、将来の人間にとっても問題となるかもしれない）と
の考えから、1973年に「愛鳥キャンペーン」というかたち
で野鳥保護を通じた自然保護活動を開始。民間企業初
の「バードサンクチュアリ（野鳥の聖域）」を白州蒸溜所に
開園して探鳥会や巣箱掛けなどの愛鳥活動を行っていま
す。また絶滅危惧種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
ざまな活動を展開しています。1990 年には公益信託「サ
ントリー世界愛鳥基金」を創設。これまでに国内外で鳥
類保護を行うのべ187団体に助成を行っています。

野鳥保護を通じた自然保護活動

サントリーグループでは、豊かな自然環境とそこから生ま
れる水資源を未来へ引き継ぐため、こどもたちに水の大切
さを伝える「水育（みずいく）」を展開しています。それは、
水の大切さに気づき、水を守るために自ら考え行動するこ
どもたちの育成を目的とした体験型学習プログラムです。

「水育（みずいく）」の推進

関連情報をWebサイトでご覧いただけます。
●サントリーの愛鳥活動　http://www.suntory.co.jp/eco/birds/
●サントリー「水育」　http://suntory.jp/MIZU-IKU/

参考詳しい情報はCSRサイトでご覧いただけます。
環境活動「容器包装の3R 」「生物多様性の保全」
「環境教育とコミュニケーション」

Web

奥大山ブナの森工場での生物多様性緑化　　

鳥取大学農学部の日置佳之教授の
指導のもと、地元樹種にこだわり、
ブナ、コナラ、ホオノキ、ナナカマド、
ウワミズザクラ、コシアブラなどを
植栽。敷地の一部にはススキの草
原も復元し、草原性の野草保護も行
っています。

かけがえのない豊かな自然環境を次世代に引き継ぐため
には、次代を担うこどもたちに自然環境を守ることの大切
さを伝えていくことが重要だと考えています。
サントリーグループでは、次世代環境教育「水育（みずい
く）」の展開をはじめ、工場で環境への取り組みをわかり
やすく紹介する「親子見学会」など、さまざまな活動を行
っています。

環境コミュニケーションの推進

環境に関するダイアログをはじめ、ご相談窓口「お客様センタ
ー」へのお問い合わせなど、さまざまなかたちでご意見・ご要望
をいただき、目標や活動の改善につなげています。また、CSRレ
ポートの発行、ホームページや環境イベントなどを通じて環境情
報を積極的に発信しています。

サントリー天然水（株）
奥大山ブナの森工場の緑化

啓発リーフレット

山崎蒸溜所のカリガネソウ

バードサンクチュアリでの巣箱掛け
（白州蒸溜所）

「サントリー天然水」のふるさとで開催する自然体験教室で
す。大自然の中で、体のいろいろな感覚を使って「水の大切さ・
水を育む森の大切さ」を体感します。2004年の阿蘇（熊本県）
を皮切りに白州（山梨県）･奥大
山（鳥取県）に広げ、2009年ま
でに約9,700名の小学生とそ
の保護者の方々に参加いただ
きました。

小学校に出向き、高学年を対
象に実験や講義を通じて「生
活や自然と水の関わり」を伝
えています。2006年の開始
以来、2009年までに302校、
約22,000名の方に参加いた
だきました。

◯サントリー水育「森と水の学校」

◯サントリー水育「出張授業」

かんよう




