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地球環境との共生

環境経営
サントリーグループにとって大切な経営資源である地球環境を次世代に引き継ぐために、
グループ全体で環境経営を推進しています。

　地球環境との共生が人類共通の最重要課題の1つであ

ることを認識し、1991年に「環境室」と「環境委員会」を設

置しました。2010年には、グループ全体で事業とエコロジー

を一体として推進していくことを目的に、サントリーホー

ルディングス（株）内に「エコ戦略本部」を発足。「サントリー

グループ環境基本方針」のもと、各グループ会社の環境経

営の強化を図っています。さらに、今後は国内グループで

の環境経営から、グローバルな環境経営体制の構築を目

指して取り組んでいきます。

環境中期目標と進捗報告

　環境経営を一層推進するため、2009年に水源涵
かんよう

養面

積（水を育む森の広さ）とCO2排出量削減の中期目標を下

記の通り設定しました。

　● 2011年末までにサントリー「天然水の森」（水源涵養林）

を7,000haに拡大 [2008年末時点で約1,795ha]

　● 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

　水源涵養面積は目標とした7,000haを超え、2012年4

月には約7,500haに到達しました。

　2011年のCO2排出量は、計画を大幅に上回る生産量増

加により、2007年比2％削減にとどまりましたが、CO2排

出原単位は2007年比14％の削減となりました。今後もグ

ループ全体での活動をさらに強化していきます。

商品のライフサイクル全体で環境負荷低減

　サントリーグループでは、多岐にわたる事業活動を通じ

てさまざまな副産物や廃棄物を排出しています。1つの商

品が企画・開発されて、廃棄・リサイクルに至るまでのライ

フサイクル全体を通じて、環境に与える影響を定量的に

把握し、負荷の低減に取り組んでいます。

　また、海外における事業拡大にともない、グローバルでの

環境負荷を捕捉するため、海外生産拠点の環境負荷の調

査・把握を進めています。

　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． イノベイティブな3Rの推進による資源の徹底的有効活用
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原材料・エネルギーなどの
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。

3. 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。

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生物多様性の保全に
努め、新たな価値を創造する “Growing for Good” 
Companyに向けて邁進します。

サントリーグループ環境基本方針
（1997年制定、2010年10月改定）

環境マネジメント

●ISO14001認証取得をグループで推進
　環境経営をグループ全体で強化していくために、グ

ループ 各 社の環 境マネジメントシステムの国 際 規 格 

ISO14001認証取得を積極的に推進してきました。国

内グループ会社※では認証取得を完了し、海外グループ

会社※においても生産拠点を中心に認証取得が進んで

います。

　サントリーグループの各社では、生産部門・研究開発部

門・本社機能から営業部門までが一丸となって、原材料

調達から廃棄までの全段階で環境視点を取り入れた事

グループ全体で環境経営を推進

地球環境との共生
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●事業活動と環境負荷の全体像（対象期間2011年1月1日〜12月31日、国内生産拠点（委託先を除く））

サントリーグループのCSR
●  環境経営
●  汚染防止・化学物質管理

Web

業活動を推進しています。
※日本版SOX法対象のグループ会社

●環境リスクを評価し対応策を策定
　サントリーグループはISO14001の手順に沿って環境影

響評価を各現場で行い、重点項目を特定し、発生するリス

クについては未然に防ぐ対策を講じています。特に生産工

程では、周辺環境に対して細心の注意を払ったマニュアル

を完備・運用することで、リスクマネジメントに努めています。

●環境会計を導入してコストと効果を算出
　サントリーグループは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重要なツールとして、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、その内容を開示しています。（2011年実績／環境投

資額22億円、費用額100億円）

※1  BOD（Biochemical Oxygen Demand ）：生物化学的酸素要求量。水の汚染度を表す指標の1つ
※2  電力由来の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

容器のリユース・
リサイクルの推進

INPUT OUTPUT

● 排水
● 公共水域への
   排出BOD※1

● 大気排出 ・CO2※2

 ・SOx
 ・NOx
● 副産物・廃棄物

16,625千m3

44t
316千t
1t

107t
224千t

● 大気排出 ・CO2
 ・NOx

104千t
275t

事業プロセス

調　達

消　費

● 包装資材
   ・びん 
   ・アルミ缶 
   ・スチール缶
   ・ペットボトル
   ・段ボール箱
   ・その他

● 原料

378千t
108千t
37千t
60千t
61千t
87千t
25千t

385千t

● 用水

● 電気

● 燃料（原油換算）

20,879千m3

281百万kWh

107千kℓ

● 空容器
   ・びん 
   ・アルミ缶 
   ・スチール缶
   ・ペットボトル

6,596百万本
332百万本
2,224百万本
1,825百万本
2,215百万本

生　産

物　流

生産量 
（酒類・飲料）

3,628千kℓ

■  24生産拠点のうち18生産拠点のISO14001統合完了 ■  全生産拠点のISO14001統合完了

 2011年（実績）  2012年（目標） 

実績と目標
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水使用量の削減を徹底

目指すは「水のサステナビリティ」

水のサステナビリティ／生物多様性の保全
サントリーグループの事業の生命線である水資源を未来へ残すために、
生物多様性に配慮し、自然界の水の循環に負荷をかけない事業活動を目指しています。

　サントリーグループの主な事業は、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、

水の循環を妨げない事業活動の実践は、何よりも優先し

て取り組むべきテーマです。サントリーグループでは、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、

すなわち「水のサステナビリティ」の実現を事業活動におけ

る最も重要な課題と認識しています。

　サントリーグループは、商品の製造段階で多くの地下水

を使用します。その地下水の持続可能性を保全するために、

森林所有者と数十年にわたる長期間の契約を結び、水を

育む森づくりを2003年から行っています。

　工場の水源涵養エリアを中心に、国や地方自治体、地元

の方々、学識経験者の皆様と協働して「天然水の森」と名づ

けた水源涵養活動を全国12都府県15カ所で展開していま

す。活動にあたっては事前に十分な調査を行い、エリア固

有の自然環境や生態系に十分配慮し、高い水源涵養機能

をもった森づくりを進めています。（詳細は、P.17-18を参照）

●社員による森林整備体験

　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。2011年はサントリー「天然水の

森 赤城」をはじめ全国

3カ所で実施し、グルー

プ社員とその家族199

名が参加しました。

　サントリーグループの工場では、商品の原料以外にも、

製造設備の洗浄や冷却用に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、工場ごとに中期目標を設

定し、水使用量削減に取り組んでいます。また、水の再利用・

循環利用などの技術導入による有効活用も進めています。

2011年は、生産量増加にともない水使用量は増加しまし

たが、工場での節水活動の取り組みにより原単位は減少

しました。

●  水使用量（国内24工場）

水源涵
か ん

養
よ う

活動を全国で展開

　サントリー「天然水の森」は、その調査・整備も多岐にわたっ
てきました。活動から得られた知見の共有化と、よりよい整備
計画の立案を目的として、2011年4月、普段からご指導・ご協
力をお願いしている専門家の方々 にお集まりいただき、「水科学
フォーラム」を開催しました。多彩な分野の専門家にご登壇い
ただき、「天然水の森」での研究内容、今後の活動方針などを総
合的にご報告いただきました。

■  「水科学フォーラム」を開催

●  サントリー「天然水の森」の活動目標

使用量（千m3） 原単位（m3/kℓ）

12.3

0

3.0

6.0

9.0
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15.0

0

5,000
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15,000
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25,000

’90 ’08 ’09 ’10 ’11

12,385

20,346 20,075 20,186 20,879

6.5 6.2 5.9 5.8

※原単位は製造1kℓあたりの使用量

●水のカスケード（多段階）利用
　サントリープロダクツ（株）天然水南アルプス白州工場で

は、3Rの視点から多様

な活動を展開していま

す。とりわけ、水のカス

ケード（多段階）利用と

いった高度な循環再利

用により、限りある水

資源を最大限有効に 回収した水の貯蔵タンク

1.  水源涵養林としての高い機能を持った森林
2.  生物多様性に富んだ森林
3.  洪水・土砂災害などに強い森林
4.  CO2吸収力の高い森林
5.  豊かな自然と触れ合える美しい森林

TOPICS

「天然水の森」での整備体験
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排水管理の徹底

　水や農作物を主原料とするサントリーグループの事業

活動は、健全な生態系によって支えられています。この生

態系を守るのは、当然の責務であるとの認識から、「サント

リーグループ環境基本方針」に「生物多様性の保全に努め、

新たな価値を創造する」ことを定め、生物多様性とそれを

支える環境保全につながる多彩な活動を展開しています。

　また、2011年1月に、経団連の「生物多様性宣言推進パー

トナーズ」に参画し、生物多様性の豊かな社会づくりに向け、

率先して行動しています。

　排水をできる限り自然に近い状態で自然に還すため、

法律よりも厳しい自主基準値を設定し、排水の品質を徹

底管理しています。工場からの排水は、嫌気性排水処理設

備などで浄化処理した後、下水道や河川へ放流しています。

その際、測定装置による24時間監視体制と検査員による

水質・水温点検を毎日実施しています。

生物多様性の保全

●生物多様性を念頭に置いた事業活動
　工場建設にあたっては、周辺地域の生態系への環境影

響を調査・分析するなど、生物の多様性を念頭に置いた

事業活動を展開しています。

●生物多様性緑化
　サントリープロダクツ（株）天然水奥大山ブナの森工場の

敷地内では、生物多様性緑化を行っています。鳥取大学農

学部の日置佳之教授による指導のもと、DNAまで地元樹

種にこだわり、ブナ・コナラ・ミズナラ・ホオノキ・ナナカマド・

■  「天然水の森」の総面積を7,300haに拡大 
■   学識経験者との共同研究体制を順次構築、研究調査や科学的施業
を幅広く実施 

■  国内生産活動における水原単位を前年比1.9％削減

■  「天然水の森」の調査結果をもとに中長期整備計画を立案
■   学識経験者・行政・林業事業者などと協力体制を確立し、多面的
な水源涵養活動をさらに推進 

■  国内生産活動における水使用量削減のさらなる推進

 2011年（実績）  2012年（目標） 

実績と目標

サントリーグループのCSR
●  水のサステナビリティ
●  生物多様性の保全

Web

活用し、水使用量の原単位で業界トップレベルを達成し

ています。

ウワミズザクラ・コシアブラなどの樹種を植栽。敷地の一部

には、この地の原風景の1つであるススキの草原も復元し、

草原性の野草の保護も

行っています。こうした

活動により、2011年に

日本緑化工学会賞（技

術賞）を受賞しました。

●野鳥保護を通じた自然保護活動
　“Today Birds, Tomorrow Man”（今、鳥たちに起きてい

ることは将来、人間にとっての問題となるかもしれない）の

考えから、1973年、野鳥保護を通じた自然保護活動「愛鳥

活動」を開始しました。同年には民間企業として初めて「バー

ドサンクチュアリ（野鳥の聖域）」をサントリー酒類（株）白

州蒸溜所に開園し、探鳥会や巣箱掛けなどの活動を継続

的に行っています。

　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、お客様や地

域の方々と一緒に活動

を展開しています。

天然水奥大山ブナの森工場

　サントリー「天然水の森」の活動は2011年に「第2回 いきもの
にぎわい企業活動コンテスト」の国際森林年特別部門・環境大
臣賞を受賞しました。今回の受賞は、長期的かつ科学的な視点
を取り入れた森林整備活動はもちろんのこと、水を育む自然環
境との共生を目指した総合的な活動が評価されたものと考え
ています。

■ いきものにぎわい企業活動コンテストで環境大臣賞を受賞

TOPICS

白州蒸溜所のバードサンクチュアリでの 
巣箱掛け
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バリューチェーン全体でのCO2削減

低炭素企業への挑戦
サントリーグループでは、バリューチェーン全体での削減目標を掲げ、
グループ一体となって地球温暖化防止に取り組んでいます。

　商品開発・製造から物流、販売に至るまで、国内事業

のバリューチェーン全体でCO2排出量を削減するため、

部門ごとに課題を設定して活動しています。2009年に環

境中期目標を新たに設定し「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」することとしました。

　2011年はこの目標に向けて容器の軽量化やリサイク

ル素材の活用、ヒートポンプを搭載した自動販売機の設

置、生産活動での再生可能エネルギーの活用などに取り

組みましたが、計画を大幅に上回る生産数量の増加に

より、2007年比約2％の削減にとどまりました（バリュー

チェーンCO2排出原単位は2007年比約14％減）。引き続

きバリューチェーン全体におけるCO2削減に努めます。

　サントリーグループの工場では、環境に調和した生産活

動を行うため省エネルギーを徹底。稼動状況を一元的に記

録・管理して、生産工程での省エネ活動に役立てています。

さらに、CO2排出量の少ない燃料への転換や再生可能エネ

ルギーの利用など、さまざまな角度から地球温暖化防止に

取り組んでいます。各工場での活動は、定期的に開催され

るエンジニアリング担当者会議で共有し、グループ全体へ

水平展開しています。

　2011年は、生産量の増加にともないCO2排出量は増加

しましたが、設備運転条件の見直しなど、多方面からの省

エネ活動により原単位は減少しました。

工場でのCO2削減

●コジェネレーションシステム導入による削減
　生産活動では、コジェネレーション（熱電併給）システム

の導入を進め、各工場のCO2排出量を20〜30％削減して

います。2011年12月現在、榛名工場・利根川ビール工場・

京都ビール工場・大阪工場の合計4工場で導入しています。

●CO2排出量の低い燃料へ転換
　ほとんどの工場では、重油から都市ガスやLNG（液化天

然ガス）への転換を完了しました。これらのガスは、熱量あ

たりのCO2排出量が低く、また、いおう分をほとんど含ま

ないことが特徴です。

●再生可能エネルギーの活用推進
　工場では、太陽光、マイクロ水力、雪氷、バイオマスなど

のさまざまな再生可能エネルギー（クリーンエネルギー）の

活用を進めています。

　太陽光エネルギー利用では、2010年2月に稼動したサン

トリープロダクツ（株）天然水南アルプス白州工場に、飲料

業界最大規模※の発電能力約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、電力会社からの電気購入に比べてCO2排出量を

約205トン削減することができます。

　また、2011年10月から、この天然水南アルプス白州工

場およびサントリー白州蒸溜所の工場見学用に、民間企業

として初めてリチウムイオン電池を搭載した電気バスを導

入し、運行には太陽光発電による電力も使用しています。

　このほかにもサントリープロダクツ（株）天然水奥大山

ブナの森工場では、豪雪地域に立地する特徴を活かして

冬季の積雪を蓄え、春季の冷熱負荷の一部をまかなう「雪

室（ゆきむろ）」を導入しています。　

※2012年4月末現在●  CO2排出量（国内24工場）

天然水南アルプス白州工場・白州
蒸溜所の工場見学用電気バス

排出量（千t） 原単位（kg/kℓ）
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　原料・包装資材の調達から商品をお客様にお届けするま

での間、物流における輸配送業務でも環境負荷の低減に努

めています。具体的には、モーダルシフトや車両の大型化の

推進とともに、自社で開発したシステムによる高効率なト

ラック輸送も実施しています。2011年は、東日本大震災の

影響で長距離エリア間の輸送が増加したため、CO2排出量

は前年に比べて9.5％増の約104,000トンとなりました。

物流でのCO2削減

●さまざまな貨物・荷主を統合して輸送
　サントリーグループでは、さまざまな貨物・運送場所につ

いて、最適な車両の組み合わせとルートを計算する「統合

配車®システム」を導入。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、環境負荷の一層の低減を図っています。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。

●  モーダルシフト率の推移

●  輸配送時におけるCO2排出量の推移

●使用車両の大型化を推進
　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

プは大型車両での輸送を進めています。とりわけ、生産工

場から各地の製品倉庫へのトラック輸送においては、今後

も統合配車と合わせてトレーラーによるさらなる大型化を

推進していく計画です。

●モーダルシフトを推進
　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。2011年のモーダルシフト率は前年並みの34％

でした。なお、500km以上の輸送では、モーダルシフト率

66％に達しています。

　2011年3月にはサントリー酒類

（株）、サントリーワインインターナ

ショナル（株）、サントリーフーズ

（株）の3社が、環境にやさしい鉄道

貨物輸送を活用して、地球環境問

題に積極的に取り組む企業として エコレールマーク

（千t） （%）
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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

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

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

（洋酒・ビール・ワイン・清涼飲料）

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

（缶・びん・段ボールほか）

包材メーカー
輸送依頼情報

●  統合配車®システムのイメージ

サントリーグループのCSR
●  低炭素企業への挑戦

Web

※販売数量と輸配送量は、2007年を100とした場合

国土交通省が推進する「エコレールマーク」の企業認定を

受けました。
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地球環境との共生

　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。1995年以降、夏場のピーク時に冷却機能を一

定時間停止するピークカット機能を導入し、2007年から

は環境に配慮した「ヒートポンプ※式自動販売機」の設置

を推進しています。これは通常の自動販売機（2007年型）

に比べ、電力使用量を約37％も削減でき、それにともない

CO2排出量も削減できます。2010年に採用した機種はほ

ぼ全機種ヒートポンプ式となり、2011年は投入するすべて

の新台（一部の特殊機を除く）に採用しました。2012年以

降も同様に「ヒートポンプ式自動販売機」を採用し、2015

年末には、サントリーグループの全稼動台数の60％を超え

る見込みです。

　また、2011年からLED照明を搭載したヒートポンプ式自

動販売機も順次投入してきましたが、2012年からは新規

に投入する自動販売機すべてにLED照明を搭載し、さらな

る省エネを進めていきます。

　2012年より、通常の「ヒートポンプ式自動販売機」から

消費電力量をさらに20％削減でき

る「ハイブリッドヒートポンプ式自動

販売機」も投入していきます。

※   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

環境配慮型自動販売機の設置を促進

ヒートポンプ式自動販売機

　オフィスにおける電気使用量を2011年は、前年比5％削

減を目標として活動していましたが、震災後に一層の節電

対応を行い、前年比18％の削減ができました。また、商品

開発センターでは、2010年12月から太陽光発電設備を導

入し、電気使用量の約

4％にあたる年間約10

万kWhの電力を生み

出すとともに、38トンの

CO2排出量を削減しま

した。

オフィスや研究所における省エネ活動

グリーン電力の活用

　2011年1月より、サントリーホールおよびサントリー美術

館をグリーン電力化しています。この取り組みは、エナジー

グリーン（株）発行の「グリーン電力証書」を活用したもので

す。両施設の年間使用電力量250万kWhすべてがグリー

ン電力でまかなわれているとみなされ、年間で約960トン

のCO2排出量に相当します。

　そのほか、バレーボール部「サンバーズ」やラグビー部

「サンゴリアス」の一部のゲームにおいても、グリーン電力

を活用しています。

商品開発センターの太陽光パネル

■  生産拠点のCO2排出原単位3.0％減
■  天然水南アルプス白州工場・白州蒸溜所で工場見学用に民間企業
初のリチウムイオン電池搭載の電気バス導入 

■  サントリーホールおよびサントリー美術館のグリーン電力化

■  バリューチェーン全体でのCO2排出量削減のさらなる推進

 2011年（実績）  2012年（目標） 

実績と目標

サントリーグループのCSR
●  低炭素企業への挑戦

Web

●自動販売機部品リユースへの取り組み
　自動販売機の部品を再び活用するために、部品のリユー

スに向けた技術開発ならびに、リユース部品の調達に関わ

る管理システムの開発を進めています。2011年には、整備・

修理時の部品重量で合計約270トンの再生部品を使用し、

新品の部品と比べ製品ライフサイクルで約2,000トン※の

CO2を削減しました。今後もさらにリユース部品の使用対

象を拡大し、資源有効利用に努めていきます。
※  三重大学との共同研究により試算

グリーン電力ロゴマーク
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　従来取り組んできた方法に加え、再生可能資源の活用

など、新たな技術の開発にも積極的に挑戦し「イノベイティ

ブな3R」を推進しています。

● リサイクルペットボトルを原料にした商品ラベルの
導入・進展

　サントリー食品インターナショナル（株）は、2010年11月

から清涼飲料の主要ブランド「サントリー天然水」「伊右衛

門」「サントリーウーロン茶」などの2ℓペットボトルの一部

に、リサイクル材を原料にした商品ラベルを導入し、現在

ではロールラベル方式※1の全商品に採用しています。

　このラベルは、業界初の「リサイクルペットボトルを原料

とするロールラベル」で、市場からの回収ペットボトルでつ

資源の有効活用
サントリーグループでは、循環型社会の構築に寄与するために、容器包装や製造工程で
発生する副産物・廃棄物の3Rを推進し、資源の有効活用に努めています。

容器包装における3Rの推進

Reduce：軽量化の追求

Reuse：容器の回収・再利用を推進

　ビールや飲食店様向けの清涼飲料などに使用されてい

るリターナブル容器は、自社ルートで回収・洗浄して、繰り

返し使用しています。（2011年は、延べ118百万本回収・再

利用）

　また、栓抜きで開栓する際に口欠けしにくい形状に改善

イノベイティブな3Rの推進事例

PET樹脂 樹脂から成型した
プリフォーム

成型したペット
ボトル

をするなど、びん品質の改善にも取り組んでいます。

　回収した容器包装をリサイクルしてつくるリサイクル品

の品質を確保するために、容器の設計段階からさまざまな

配慮を行っています。これらの容器は数多くの種類が流通

し、回収時に各社の容器が混在するため、各市町村などと

連携しながら、効果的な回収ルートを活用しています。

　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を支援しています。

●はがしやすいラベルの開発
　280mℓペットボトルなどの小容量容器にも、はがしやす

いロールラベルを導入しました。お客様の廃棄時の手間を

軽減することで、リサイクルを促進します。

はがしやすいロールラベル

Recycle：設計から回収まで全段階で配慮　お客様の飲用時からリサイクル処理を行うまでのユーザ

ビリティに配慮しながら、軽量化や、より環境負荷の少な

い素材の採用、さらにはリサイクル処理しやすい設計に取

り組んでいます。また、各リサイクル団体・自治体と連携し

ながらリサイクルを推進しています。

　サントリーグループは、3R（Reduce・Reuse・Recycle）の

考え方に基づき、環境に配慮した容器包装を開発していま

す。（詳細は、P.13〜16を参照）

　省資源化や輸送時の環境負荷低減の一環として、多面

的な軽量化に取り組んでいます。ペットボトルやガラスび

んなどの容器だけでなく、キャップ、ラベル、さらには商品

を梱包する段ボールの軽量化も推進しています。

●ペットボトルの自社成型
　サントリーグループでは、原型となるプリフォームをふ

くらませてペットボトルにする工程を備えた工場の拡充

を図っています。また、一部の工場では、PET樹脂からプリ

フォームの成型もしています。これにより、ボトル成型から

中味充填までの一貫した設計・管理が可能になり、樹脂の

使用量を削減し、ボトルの軽量化もしやすくなっています。

さらに、完成品のペットボトル購入時に比べて、輸送時の

燃料やCO2排出量も削減できます。

サントリーグループのCSR
● 資源の有効活用

Web
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●植物由来原料を使い石油由来原料を大幅に削減
　2011年2月より「なっちゃん」1.5ℓペットボトルの一部商

品のラベルに、植物由来原料を使用しています。このラベ

ルは、デンプンを主な原料としたポリ乳酸と

呼ばれる素材を約70％含んでいます。従来の

ラベルに比べて石油由来原料を大幅に削減

できるなど、環境負荷低減につながります。

地球環境との共生

●  容器回収率の推移（各業界団体データより）

廃棄物の削減と再資源化

　サントリーグループの国内工場では、生産工程で発生す

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。

　2011年は、国内工場（グループ会社を含む）から発生し

た副産物・廃棄物は合計224,012トンとなり、前年より総

量は7％増加、原単位は1％増加しましたが、再資源化率は

100％を達成しています。
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●  副産物・廃棄物の排出量とその原単位（国内24工場）

●  副産物・廃棄物の排出量の内訳（2011年）

容器リサイクルで業界・自治体と連携

くる再生PET樹脂を60％混合し、国内2ℓペットボトル飲

料で最薄の18μm（マイクロメートル）※2を実現しました。

　さらに、2012年3月には、同様の方法で再生PET樹脂の

混合率を80％に高め、ラベルを国産ペットボトル飲料で

最薄の16μmとする技術を実用化。5月から「サントリー天

然水」に順次導入しています。これにより現在のロールラベ

ルに比べ、CO2排出量を約23％削減※3することが可能と

なりました。

　今後は「伊右衛門」や「サントリーウーロン茶」などにも導

入を拡大し、2012年以内にロールラベルを採用している

全商品に導入します。 
※1   ミシン目ではがすのではなく、糊づけ部分からはがすタイプの商品ラベル
※2  1,000分の1mm
※3  フィルム（ラベル）製造工程における削減率

リサイクルペットボトルを
原料にしたロールラベル

「なっちゃん」
1.5ℓペットボトル

　業界団体や自治体と連携し、お客様のご協力も得て、

容器のリサイクルを推進しています。サントリーグループは

「容器包装リサイクル法」を遵守し、事業者としてリサイク

ルの責務を果たすことはもちろん、効率的なリサイクルシ

ステムの構築に努めています。

※ 各リサイクルの2011年の数値は、2012年7月ごろ発表される予定です
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　サントリープロダクツ（株）木曽川工場では嫌気性排水処
理設備によって、汚泥の発生
量を従来比40％削減しまし
た。さらに、処理により発生し
たバイオガスを利用すること
で、省資源・省エネルギーにも
寄与しています。

■ 嫌気性排水処理設備の導入

TOPICS

●種類別に再資源化の用途を開拓　
　生産工程では、さまざまな副産物・廃棄物が発生します。

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、次いで排水処理から発生する汚泥です。これらは、

特に注力して再資源化

を進めています。なお、

サントリーグループから

発生する副産物・廃棄

物は、それぞれ下図の

用途で再資源化してい

ます。 ウイスキーの樽材からつくられた家具

●汚泥発生量を大幅に削減　
　嫌気性排水処理設備を導入し、生産設備の洗浄などで

発生した排水を処理しています。嫌気性処理とは、酸素が

●  生産の各工程で発生する副産物・廃棄物の再利用の流れ

お
客
様

飼料

有機肥料 家具

トイレット
ペーパー

ペットボトル
繊維製品など

びん
タイル

アルミ缶
スチール缶
鋼材再生 再生段ボール

合板用チップ

燃料

有機肥料再利用用途

洋酒

ビール

食品
（ウーロン茶）

発酵

抽出

蒸溜 樽詰

貯酒

調合

ブレンド

ろ過

殺菌

びん
缶詰

びん
缶詰

箱詰

箱詰

出荷

出荷

出荷

排出物 糖化粕 樽材 ラベル粕 ペットボトル びん アルミ缶
スチール缶

プラスチック
ケース 段ボール 木製

パレット メタンガス 汚泥

プラスチック
パレット
固形燃料

酵母 茶葉

びん
ペットボトル
缶詰

箱詰

仕込

仕込

発酵

茶葉分離

貯蔵
工場排水

工場排水

排水処理

■   Reduce：「サントリー天然水（南アルプス）」550mℓの46％軽量化
■   Reuse：リターナブルびんシステムの維持
■   Recycle：効率的、実効的容器リサイクルシステム構築推進 
■   工場、お台場オフィス・大阪オフィスで再資源化100％
■   食品リサイクル法の業種別目標のクリア 

■   Reduce：ペットボトルのさらなる軽量化
■   Reuse：リターナブルびんシステムの維持
■   Recycle：リペットボトルの活用拡大
■   工場、お台場オフィス・大阪オフィスで再資源化100％維持
■   食品リサイクル法の業種別目標のクリア

 2011年（実績）  2012年（目標） 

実績と目標

サントリーグループのCSR
● 資源の有効活用

Web

ない状態で活動する微生物（嫌気性菌）を用いて、汚濁物

質を分解する処理法です。酸素が必要な好気性菌による

好気性処理法に比べて、排水処理段階で発生する汚泥の

量を大幅に減らすことができます。

木曽川工場の嫌気性排水処理
設備
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地球環境との共生

空容器の散乱防止対策を推進

適切な情報開示とコミュニケーションを実践

環境活動を通じた社会との共生
サントリーグループは、環境に関する情報を社会にも発信し、
環境意識の啓発とコミュニケーションに努めています。

　環境美化と資源の有効活用推進のために、空容器の散乱

防止活動に取り組んでいます。空容器回収ボックスは、自動販

売機1台に1個の設置を推進しています。また、自動販売機に

は散乱防止のための「統一美化マーク」を貼りつけ、

リサイクルへの意識啓発を図っています。なお、サ

ントリーグループは飲料業界6団体で構成される

（社）食品容器環境美化協会に参画しています。

　環境に関するダイアログやステークホルダーの皆様との

対話を大切にし、いただいたご意見・ご要望は、当社の活

動改善につなげています。また、CSRレポートや、ホームペー

ジなどを通じた環境情報の発信を積極的に行っています。

●エコプロダクツ展に出展
　サントリーグループでは、毎年日本最大級の環境展示

会「エコプロダクツ展」に出展しています。「エコプロダクツ

2011」では、環境配慮型容器の取り組みと次世代環境教

育「水育（みずいく）」の2つのブースを出展しました。

　環境配慮型容器の取り組みのブースでは、省資源・省エ

ネルギーの一環として導入した「リペットボトル」と「P-ecot

（ペコッと）ボトル」についてわかりやすく紹介しました。

　次世代環境教育「水育」のブースでは、タブレット端末を

活用したり、実際に土に触れたりするクイズを通して、小

中学生に水と生活との関わりや、水と森とのつながりを楽

しみながら学んでいただきました。

次世代への環境教育

　豊かな自然環境を守り、地球と共存していくためには、地

球温暖化や資源の枯渇など、解決しなければならない課題

がたくさんあります。現代を生きる私たちの使命として、また、

持続可能な未来を築くために、次代を担う子どもたちへの環

境教育に積極的に取り組んでいます。

●次世代環境教育「水育（みずいく）」
　豊かな自然と、そこから生まれる水資源を未来へ引き継

ぐために、サントリーグループが独自に展開している活動が

体験型学習プログラム「水育」です。水に関する知識を伝える

ことで、水の大切さに気づき、水を守るために自ら考え、行動

する子どもたちの育成を目的としています。「水育」は「森と水

の学校」と「出張授業」を大きな柱に活動を展開しています。

空容器回収ボックス

■   水育「森と水の学校」を計31回実施し、約940名が参加
■   水育「出張授業」を108校で実施し、約8,500名が参加

■   水育「森と水の学校」を計38回実施し、約1,400名が参加予定
■   水育「出張授業」を100校で実施し、約8,000名が参加予定

 2011年（実績）  2012年（目標） 

実績と目標

サントリーグループのCSR
●  環境活動を通じた社会との共生

Web

「エコプロダクツ2011」のサントリーブース 「水育」ブース

●   サントリー水育「森と水の学校」
小学校3〜6年生とその保護者を対象に「サントリー天然水」
のふるさとで開かれる自然体験教室です。白州（山梨県）・奥
大山（鳥取県）・阿蘇（熊本県）の広大な自然の中で「水の大切
さ」や「水を育む森の大切さ」を
体感します。2004年から2011
年までに、約12,000名の方に
ご参加いただきました。

●   サントリー水育「出張授業」
小学校の教室で、4〜5年生に「水の大切さ」を伝えるのが水
育「出張授業」で、首都圏と京阪神、天然水工場のある山梨
県・鳥取県・熊本県で展開しています。実験やビデオを通し
て「天然水の森」や工場の節水などサントリーの水への取り
組みを紹介し、未来に水を引
き継ぐために子どもたち自身
に何ができるかを考えていただ
きます。2011年までに516校、
約39,000名の児童にご参加い
ただきました。
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国内グループ会社の活動

　省エネルギーを推進するため、ファーストフードレストラン

「ファーストキッチン」の全店舗で節水や節電を進めています。

2010年6月に、“進化型ファーストキッチン”に改装した平塚

店では、厨房設備や冷暖房機器の省エネ化設備への更新を

はじめ、環境にやさしい店舗づ

くりに取り組みました。この結

果、従来店に比べ電気使用量

およびCO2排出量を約2割削

減し、省エネ率25％を達成し

ました。

　外食に関する企画・設計・経営の総合コンサルティング

を行う（株）ミュープランニングアンドオペレーターズでは、

直営店舗およびクライアントへ提案する店舗設計デザイン

に関して、初期段階から省エネ型照明や空調、壁面緑化、

古材再利用、環境配慮型建材・仕上げ材の選定など、環境

に配慮した店舗の提案を行っています。環境負荷低減と

デザイン性や機能性が共存

する店舗づくりが、私たちの

重要な業務課題であると考

えています。

　カフェやバーなどを展開するプロントグループ全店で、

ごみの完全分別に取り組んでいます。指定廃棄物処理業

者と直接契約できるテナント店舗では、指定業者が生ご

みを回収し100％肥料化し

ています。また、不燃ごみにつ

いても指定業者が固形燃料

やフレーク状にし、繊維原料

や各種製品にリサイクルして

います。

　サンドイッチチェーン「サブウェイ」では、化学合成農薬・

化学合成肥料を極力使用せず、土壌中の微生物を最大限

活性化させた健康な土づくりに、契約農家と一緒に取り

組んでいます。2012年には、全店で使用するトマトとレタ

スの約半分をこの方法で栽

培する予定です。また、栽培

品種の拡大も計画しており、

たまねぎやピーマンの契約栽

培を一部開始していきます。

店舗での省エネ活動を推進

環境配慮型店舗の提案

廃棄物の減量化・再資源化

こだわり野菜で環境負荷を低減
ファーストキッチン（株）

（株）ミュープランニングアンドオペレーターズ

（株）プロントコーポレーション

日本サブウェイ（株）

　（株）ダイナックが運営する飲食店の店舗では、省エネル

ギーの取り組みとして、電気・水・ガスの使用量削減に目

標を定めて取り組んでいます。また、社用車の一部を環境

負荷の少ないハイブリッド車に切り替えています。

　さらに、東京湾に浮かぶ、ごみと建設発生土で埋め立て

られた中央防波堤内側埋立地に苗木を植え、美しい森に

生まれ変わらせる「海の森」

プロジェクト（東京都主催）

に、社員が団体苗木づくりの

ボランティアとして参加して

います。

省エネルギーと環境への取り組み推進

ボランティアとして参加した社員

（株）ダイナック

サントリーグループのCSR
● グループ各社のCSR活動

Web

生ごみからつくられた肥料の原料

サブウェイ契約農場LED照明を採用

　フィットネスクラブを展開する（株）ティップネスの店舗

では、プールなどへの温水供給用ボイラーを使用していま

すが、燃料に重油を使用していた5店舗について、天然ガ

スへの転換を図っています。

すでに3店舗の転換を完了し、

これによりCO2排出量を約

290トン削減しています。

燃料転換の推進によりCO2排出量を削減
（株）ティップネス

ティップネスのプール

「THE GARDEN」（アワーズイン阪
急）の店内壁面緑化




