
サントリーグループの事業の多くは、水や農作物など、かけがえのない自然の恵みによって支えられています。
「人と自然と響きあう」という企業理念のもと、環境経営を推進し、持続可能な豊かな地球環境を
次世代に引き継ぐことは、私たちの大切な責務です。
「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あり、
「水のサステナビリティ」実現のために、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推進しています。
また、工場での省エネ・節水、容器包装の軽量化、自動販売機の省エネルギー化などを通して、
環境負荷を低減するさまざまな活動を続けています。

サントリーグループの環境経営により明確な方向性を与えるため、
2014年1月に「環境ビジョン2050」を策定し、「2020年目標」を掲げました。
「自然環境の保全・再生」「環境負荷低減」の2つの軸でグループ全体で環境経営を推進していきます。

→環境ビジョンについてはP11「特集1  “2050年のあるべき姿”を実現していくために」をご覧ください。

重点課題2 「水のサステナビリティ」と
環境負荷低減による自然との共生の実現

※1サントリーグループ売上高（2012年）の80％以上を占める事業会社群（海外を含む）　　※2 2007年における事業領域を前提とした原単位での削減

重点項目 中期目標 2013年度の実績 2014年アクションプラン

自然環境の
保全・再生

生物多様性の象徴である
野鳥の保護活動をグロー
バルに展開
● 国内すべての「天然水の
森」においてワシ・タカ類
の営巣・子育てを実現

●海外における野鳥保護活
動の支援

●国内すべての「天然水の森」における生物多様
性の向上に向けた鳥類および植生調査の実施

●「サントリー世界愛鳥基金」を通じた野鳥保護
活動強化の検討

●海外における野鳥保護活動支援策の検討
●Webサイトのスマートフォン対応やコンテンツ
（日本の鳥百科、バードウォッチング講座など）
の充実

●「天然水の森」における鳥類調査からの課
題整理と具体的活動の設定

●「サントリー世界愛鳥基金」を通じた野鳥保
護活動の強化

●海外における野鳥保護活動支援策の具現化
●Webサイトでの愛鳥活動に関する情報発
信の継続・強化

「天然水の森」の面積を
12,000haに拡大
●国内の自社工場で使用す
る地下水量を育む面積の
2倍に拡大

●中期計画に基づいた各種施業（間伐・作業道整
備・獣害対策など）の実行

●社会貢献の意味合いも含め、2020年までに「天
然水の森」の面積を12,000haにする方針を検
討・公表

●中期計画に基づいた各種施業（間伐・作業
道整備・獣害対策など）の継続実行

●「天然水の森」ごとの中長期ビジョンの確立
●「天然水の森」の面積12,000haに向けた具
体的検討

水の大切さの啓発と価値
の共有

●水
みず

育
いく

参加者拡大（「森と水の学校」1,700名、「出
張授業」11,400名）

●水
みず

育
いく

参加者拡大（「森と水の学校」3,000名、
「出張授業」15,000名）
●「出張授業」の実施エリアを愛知県にも拡大

環境負荷
低減

サントリーグループ※1の自
社工場での水使用を35％
削減※2

●グループ工場の水使用量のさらなる削減（原単
位：07年比21％削減）

●海外グループ会社の環境経営基盤構築に着手

●グループ自社工場の水使用のさらなる削減
（製造設備・容器の洗浄や冷却に使用する
水の削減）

●海外グループ会社の環境経営基盤構築の
継続

サントリーグループ※1のバ
リューチェーン全体のCO2
排出を24％削減※2

● バリューチェーン全体でCO2排出のさらなる
削減（原単位：07年比20％削減）

●海外グループ会社の環境経営基盤構築に着手

● バリューチェーン全体でCO2排出のさらな
る削減（容器軽量化、工場省エネ、国内最
小電力量の自動販売機の積極導入など）

●海外グループ会社の環境経営基盤構築の
継続
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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

という認識のもと、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、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ます。

ISO14001認証取得をグループで推進
事業活動と環境活動を一体化し、継続的に進化させていく手

法の1つとして、グループ各社では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進めてきました。すでに

国内のグループ会社※では統合認証取得を完了し、海外グルー

プ会社においても生産拠点を中心に認証を取得しています。

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、リスクの未然

防止に取り組んでいます。特に生産拠点では、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。

環境会計を導入しコスト効果を算出
サントリーグループでは、環境保全活動の効果を定量的

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開示しています。（2013

年実績／環境投資額31億円、費用額105億円）

環境に関する情報の発信を通じた、ステークホルダーと

のコミュニケーションを大切にしています。Webサイト「環境

活動」では、環境への取り組みについて詳しい情報を紹介し

ており、定期的に情報を追加・更新することで、最新の情報

提供に努めています。

また、TVCM「サントリー天然水の森」（土づくり篇）は、環

境省および一般財団法人地球・人間環境フォーラムが主催

する「第17回環境コミュニケーション大賞テレビ環境CM部

門」において優秀賞を受賞しました。

環境コミュニケーション

新聞広告「サントリー天然水の森」 TVCM「サントリー天然水の森」
（土づくり篇）

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。

環境経営

※日本版SOX法対象のグループ会社

グループ全体で環境経営を推進 環境マネジメント

サントリーグループ環境基本方針
（1997年制定、2010年改定）

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。

�
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サントリーグループは、商品の製造段階で多くの良質な

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年から日本国内で行っています。

サントリーでは、この森づくりの活動を「天然水の森」と名

づけ、「水と生命（いのち）の未来を守る森」を目指して、基

幹事業として取り組んでいます。

「天然水の森」の活動目標
日本の国土の約7割は森林におおわれていますが、日本の

森の多くが健全な状態とはいえません。より健全な状態に

するために、サントリーは「天然水の森」において以下の森林

整備目標を設定し、地域の方々とともにさまざまな活動を

続けています。

科学的根拠に基づいた調査・研究
「天然水の森」を数十年先、百年先に理想的な森にするた

めには、地質・土壌・植生・林学・鳥類・昆虫・砂防・微生物

などの専門家による調査・助言が欠かせません。そこで、大

学などの研究機関と最先端の技術を活用した共同研究や

森林整備をエリアごとに行っています。

「天然水の森」の活動
森林整備人材の育成支援

日本全国の森を健全化するためには、「天然水の森」にとど

まらず、同様の活動を全国に広める必要があります。サント

リーは、効率的な施業技術や作業道づくりといった森の整備

に欠かせない技術やノウハウを伝承するために、「天然水の森」

をフィールドとして講習会や実践研修を実施しています。

森林が本来あるべき姿を回復すれば、そこに生育する動

植物相にも変化があらわれます。生態系ピラミッドの頂点に

位置するワシ・タカなどの猛
もう

禽
きん

類
るい

が営巣・子育てできる森は、

森林全体が健全でバランスのとれた生態系といえます。野

鳥調査を通じて「天然水の森」の自然を鳥類の目から見つめ、

生物多様性豊かな森づくりを目指しています。

野鳥は自然環境のバロメーターといわれています。野鳥を

保護することが人間や自然環境を守ることにつながるとの

考えから、サントリーグループは、1973年から野鳥保護の重

要性を社会と共有する愛鳥活動に取り組んでいます。

公益信託「サントリー世界愛鳥基金」
サントリーは愛鳥活動の一層の充実を図るため、創業90

周年記念活動の一環として1989年に公益信託「サントリー

世界愛鳥基金」を創設しました。これは野鳥保護を通じて地

球環境保全を推進するため、国内外の鳥類保護活動を資

金面から助成するものです。

1990年度の第1回から、2014年度の第25回までに延べ

275団体に2億9,920万円の助成を行い、大きな成果をあげ

ています。

生物多様性の保全

愛鳥活動

第25回公益信託「サントリー世界愛鳥基金」
助成金贈呈式

TOPICS

「天然水の森」（水源涵
かん

養
よう

／生物多様性の保全）
自然環境の保全・再生

サントリーグループの事業の生命線である「水」を守るため、「天然水の森」で水源涵養・生物多様性の保全を
行うとともに、自然との共生の意義を社会と共有するため、「愛鳥活動」「水

みず

育
いく

」にも取り組んでいます。

「天然水の森」の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、2013年10月に「水科学
フォーラム2013」を開催しました。多彩な分野の専門家の方々
をお招きし、研究内容や今後の活動方針などを総合的に報
告・討論いただきました。

1． 水源涵養林としての高い機能をもった森林

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

「水のサステナビリティ」と
環境負荷低減による自然との共生の実現
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白州蒸溜所バードサンクチュアリ
愛鳥活動を始めた1973年に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）」を山梨県・白州蒸溜所に開

園しました。

豊かな森といくつもの清流に恵まれた白州蒸溜所周辺は、野鳥

の渡りの中継点です。バードサンクチュアリでは、鳥たちがすみや

すい森づくりをするとともに、定期的な探鳥会や巣箱掛けなどの

活動が、お客様や地域の方々 と一緒に継続的に行われています。

さまざまな啓発活動を実施
多くの方に野鳥に親しんでもらえるよう、Webサイトや

ツールを通じて、さまざまな情報を発信しています。

Webサイト「日本の鳥百科」では、解説付きのイラストで

鳥を知るだけでなく、鳥たちの楽しい鳴き声を聞くことがで

き、野鳥をより身近に感じることができます。

Webサイト「バードウォッチング講座」では、「天然水の森」

など豊かな自然を舞台に野鳥を観察するヒントや注意点を

紹介しているほか、珍しい野鳥にも出会うことができます。

バードウォッチングを楽しく実施するためのリーフレット

「身近な鳥たち そのやさしい見分け方」や、身近に鳥を呼ぶ

ための「エサ台・水場・巣箱のやさしい作り方」リーフレット、

ポスターなども作成しています。

水の恵みを生かした商品をお客様にお届けする企業とし

て、貴重な水資源を未来に引き継ぐため、子どもたちにサン

トリー独自の環境教育「水育」を展開しています。

次世代環境教育「水育（みずいく）」

水育「森と水の学校」
「森と水の学校」は、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プ

ログラムです。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「水を育む森や自然

の大切さ」を体感します。2004年に開校し、2013年までに

約15,000名の親子の方

にご参加いただきました。

なお、「森と水の学校」

は環境教育に関わる地

元の講師と協力し、プロ

グラムの企画・運営を

行っています。

水育「出張授業」
小学校4・5年生を対象に、小学校で先生方と一緒に行う

授業です。映像や実験を通して、自然のしくみや大切さを学び、

未来に水を引き継ぐために何ができるのかを考えます。首都

圏と京阪神、天然水工場のある山梨県、鳥取県、熊本県で実

施しており、2013年まで

に約780校、約60,000

名の児童の皆さんにご

参 加 いただきました 。

2014年からは、実施エ

リアを愛知県にも拡大

しています。

オオルリ バードサンクチュアリでの巣箱掛け

Webサイト「バードウォッチング講座」より 啓発リーフレット

水育「森と水の学校」

水育「出張授業」

参加者数（累計）
（名）

’09 ’10 ’11 ’12 ’13

15,000

12,000

9,000

6,000

3,000

0
’08’07’04 ’05 ’06

阿蘇校
開校

7月に
10,000名突破

奥大山校
開校

白州校
開校

約15,000名

参加者数（累計）
（名）

’09 ’10 ’11 ’12 ’13
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0
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30,000名
突破
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サントリーグループの工場では、商品の原料としてだけで

なく、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、できる限り使う水を少

なくする（Reduce）、繰り返し使う（Reuse）、処理をして再生

利用する（Recycle）、「水の3R」を徹底し、2020年目標であ

る「サントリーグループ※1の自社工場での水使用を35％削

減※2」の達成に向けて活動を強化しています。2013年は、

工場での節水活動により、水使用原単位では2007年比

21％の削減となりました。

水使用量の削減のため「水の3R」を徹底
業界トップレベルの水使用量の原単位を達成

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、水使用原単位で業界トップレベルを達成しています。

排水管理の徹底
サントリーグループでは、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け、

排水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、下水道や河川へ放流

しています。その際、測定装置による常時監視と検査員によ

る日々の水質点検などを実施しています。

バリューチェーン全体での環境負荷低減
環境負荷低減

サントリーグループは、工場での節水・省エネ、容器包装の軽量化、省エネ型自動販売機の設置など
バリューチェーン全体での環境負荷低減に取り組んでいます。

※1サントリーグループ売上高（2012年）の80％以上を占める事業会社群（海
外を含む）

※2 2007年における事業領域を前提とした原単位での削減

※ 製造工程で使用する水を冷却水や洗浄水など5つのグレード（清浄度）に
分類し、高いグレードが要求される用途から次のグレードでまかなえる用
途へ段階的に再利用を図る技術

※ 微生物（嫌気性菌）を用いて汚濁物質を分解する処理方法

事業活動と環境負荷の全体像（対象期間2013年1月1日〜12月31日、国内生産拠点（委託先を除く））

容器のリユース・
リサイクルの推進

INPUT OUTPUT事業プロセス

調　達

消　費

生　産

物　流
● 大気排出 ・CO2

 ・NOx
110千t

288t

● 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

16,830千m3

45t
342千t

2t
139t

266千t

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

7,471百万本
316百万本

2,479百万本
1,997百万本
2,679百万本

● 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

404千t
107千t
41千t
65千t
70千t
99千t
22千t

423千t

● 用水

● 電気

● 燃料（原油換算）

21,562千m3

299百万kWh

109千kℓ

生産量 
（酒類・飲料）

4,169千kℓ

※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GHGプロトコル2007年CO2排出係数を使用

水使用量（国内24工場）

’07 ’10 ’11 ’12 ’13

（千m3） （m3/kℓ）
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000

0

15.0
12.0
9.0
6.0
3.0
0

7.0 5.9 5.8 5.6 5.2

■使用量 原単位

20,427 20,186 20,879 21,395 21,562
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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。新たに2020年目標として設定した

「サントリーグループ※1のバリューチェーン全体のCO2排出

を24％削減※2」の達成に向けて、活動を強化していきます。

2013年は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むとともに、購入したCO2

排出権によるオフセットも行い、CO2排出原単位では2007

年比20％の削減となりました。

生産での取り組み
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しています。稼動状況を一元的に

記録・管理し、生産工程での省エネ活動に活用しているほか、

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。国内工場での活動は、定期的に開催されるエンジニアリ

ング担当者会議などで共有し、水平展開しています。

国内工場において、2013年は、生産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、

CO2排出量・CO2排出原単位ともに減少しました。

バリューチェーン全体でのCO2削減
■ 再生可能エネルギーの活用推進

サントリーグループの工場では、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。

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、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

を年間約205トン削減できています。

また、サントリープロダクツ（株）榛名工場とサントリービー

ル（株）九州熊本工場では、2014年内の稼動開始に向けて

ソーラーフロンティア（株）により屋根や敷地の一部に大規

模太陽光発電所の設置が進められています。（一部稼動済み）

物流での取り組み
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。モーダルシフトや車両の大型化の推進とともに、

貨物や運送場所に対して最適な車両の組み合わせとルー

トを計算する自社開発の「統合配車®システム」を導入し、

トラックの台数および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し、1台

の車両に複数の企業の貨物を組み合わせることで、輸配送

時のロスを減らしています。

※1 サントリーグループ売上高（2012年）の80％以上を占める事業会社群（海
外を含む）

※2 2007年における事業領域を前提とした原単位での削減

※ 2013年度より電気由来のCO2排出係数を変更しており、2012年度以前
の排出量・原単位に変更が発生しています。

※ 2014年4月末現在、自家消費用として

輸配送時におけるCO2排出量（国内事業）

（千t） （t/千kℓ）
240
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0
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■排出量 原単位CO2排出量（国内24工場）※
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（千t） （kg/kℓ）
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■排出量 原単位
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容器包装における3Rの推進
サントリーグループは、3R（Reduce・Reuse・Recycle）の考

え方のもと、環境に配慮した容器包装を開発しています。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、軽量化をはじめ、より環境負荷の少な

い素材の採用、リサイクル処理しやすい設計に取り組んで

います。

■�PET樹脂の国内水平循環「リペットボトル」

2011年、サントリー食品インターナショナル（株）は、協栄

産業（株）と恊働で、国内飲料業界で初めてペットボトルの

B to B※1メカニカルリサイクル※2システムを構築しました。

約1年間の運用結果をふまえて、再生PET樹脂の使用量を

50％から100％へと拡大。PET樹脂の製造時を含むCO2排

出量を石油由来原料100％のボトルと比較して83％※3削

減しました。

自動販売機の省エネルギー化
サントリーの自動販売機の主な特長

消費電力量国内最小※自動販売機の導入など、省エネルギー化を推進しています。

そのほかにも、リサイクルペットボトルを原料にした商品

ラベルなど、イノベイティブな3Rを推進しています。

詳細はWebサイト
http：//www.suntory.co.jp/company/csr/
environment/resources/recycle/

WEB

最新の取り組みについてはP11「特集1  “2050年のあるべき姿”を実現していくために」をご覧ください。
※ 2014年4月現在国内主要自動販売機メーカーの主要セレクションである「25セレクション」において

ヒートポンプ機能
冷却庫室で発生した熱を回収し、加温庫室
で活用しています。

学習省エネ機能
販売数量や商品温度を把握し、電力消費を
抑制します。

発光ダイオード（LED）照明
消費電力の少ないLED照明を採用して
います。

調光機能
照明の明るさを50％に調光する機能を導入
しています。

フロン対策
オゾン層を破壊しないように、地球温暖化係数
の低い冷媒（CO2,R-1234yf）を使用しています。

自動販売機部品リユースの取り組み
回収した自動販売機の部品を再び自動販売機の部品
として活用するために、部品のリユースに向けた技術開
発ならびに、リユース部品の管理システムの開発を進め
ています。

ピークカット機能
夏季の電力消費ピーク時、最大11時間の冷
却停止で電力使用を平準化します。

真空断熱材の使用
温かさ・冷たさを逃さず効率よく
エネルギーを使用します。

ゾーンヒーティング・冷却
販売直前の商品のみを冷やす・温めることで
消費電力を削減します。

24時間消灯の推奨
屋内設置自動販売機の24時間消灯や、屋外設置自動
販売機の昼間消灯の推進により、2020年に電力使用
量を約50％（2005年比）削減することを業界として目指
しています。

※1 B to B：「ボトル to ボトル」の略で、ペットボトルをリサイクルして新たな
ペットボトルに再生すること

※2メカニカルリサイクル：マテリアルリサイクル（使用済みの製品を粉砕・洗
浄などの処理を行い、再び製品の原料とすること）で得られた再生樹脂
をさらに高温・減圧下で一定時間の処理を行い、再生材中の不純物を
除去し、飲料容器に適した品質のPET樹脂とする方法

※3バージン樹脂との比較

ペットボトルの
精製プロセス

メカニカルリサイクル

熱・真空等による除染 洗浄 粉砕

ペットボトル

石
油

P
E
T
粗
原
料

PET樹脂 プリフォーム
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■�容器リサイクルで業界・自治体と連携

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。

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。

2013年は、国内工場から発生した副産物・廃棄物は合計

234,214トンとなり、前年より総量は1％増加しましたが、原

単位では7.5％削減しました。また、再資源化率は100％を

維持しています。

廃棄物の削減と再資源化の推進

嫌気性排水処理設備による汚泥削減
サントリーグループの工場では、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処理法に比べて汚泥発生量を大幅

に減らすことができます。工場では、その処理で発生するメ

タンガスを燃料に活用しています。

電子マニフェスト導入による法令遵守の徹底
産業廃棄物を適切に管理するシステムを一新し、2013

年から生産工場および研究センターなどに電子マニフェス

トをベースにした管理システムを導入しました。新システム

導入により、法令遵守の徹底と作業効率の向上を推進して

います。

副産物・廃棄物の排出量（国内24工場）
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■排出量 原単位

容器リサイクル率
（％）
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※1ガラスびんリサイクル
促進協議会HP

※2・3 スチール缶リサイクル
協会HP

※4 PETボトルリサイクル
年次報告書

ペットボトル※4

（市町村＋
事業系回収率）

スチール缶※3

90.4 90.889.489.188.585.1
92.692.693.487.392.7

83.5 85.889.9
82.281.2

63.9 67.1 69.6 68.168.065.0

アルミ缶※2

94.7

85.0

ガラスびん※1

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

ビール

食品
（ウーロン茶）

排出物

プラスチック
パレット
固形燃料

仕込

仕込

発酵

発酵

抽出

蒸溜

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
びん

ペットボトル
缶詰

箱詰茶葉分離

貯蔵樽詰

糖化粕 酵母 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 汚泥茶葉

工場排水

工場排水

排水処理

洋酒
（ウイスキー）

生産の各工程で発生する副産物・廃棄物の再利用の流れ
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、商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。
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