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「環境」パートでは、「環境規程」に基づく「味の素グループ環境マネジメント」の対象範囲である、味の素（株）、連結子会社および環

境マネジメント上重要な関係会社、計112社（環境規程適用101社、準適用11社／ 2012年3月現在）における環境への取り組みを報告し

ています。実績集計の範囲は、主要112事業所（事業の再編や工場の新設・廃止などにより、2011年度報告に比べ2事業所増加）を対

象としており、この範囲での集計は、連結財務会計制度上の味の素グループ※全体の環境に関する実績を代表する内容です。

環境報告の対象組織

環境

すべてのいのちの基盤、
地球持続性を守る

※味の素（株）、連結子会社および持分法適用会社
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検し、必要な改善や新たな取り組みを検討します。
それぞれの事業所は、“地域住民の視点に立ち、
ありのままの姿をいつでもお見せする”事業所
となるよう努めます。

（マネジメント）
これらの活動を効果的、計画的、継続的に行い、
より貢献できるように変革していくために、味の
素グループの全ての組織において、環境マネジメ
ントシステムを活用します。
環境マネジメントシステムを他のマネジメントシス
テムと有機的に連携させ、継続的に改善します。
グループの構成員としてそれぞれが果たすべき自
らの役割と確保すべき力量を、グループの構成員
ひとりひとりが理解し、具体的な行動に結びつけ
られるよう、体系的な教育や啓発を行います。

（2011年4月改定）

て、自然共生型、低炭素型、資源循環型への社会変
革を目指し、食の持続性や生態系の保全・育成な
ど、人と地球の「いのち」に貢献する商品・サービ
スの提供と技術・システムの提案を推進します※9。

（協働）
地球環境や社会によい影響を及ぼすよう、お客
様、お取引先などサプライチェーン上の関係者に
事業活動を通じて働きかけます※10。世界全体と
各地域の両方のレベルにおいて、NGO、専門機
関、地域の人々など多様なステークホルダーとの
適切な連携・協働を推進します。あるべき社会の
枠組み作りへの提言を行っていくなど、社会にお
ける議論や合意形成に積極的に寄与します※11。

（情報公開）
味の素グループの考え方や取り組みの計画、実績
について、体系的にまとめ、定期的に報告します。
ステークホルダーとの対話を行い、これを通じ、私
たちの活動に対する自己評価が妥当かどうかを点

（依存と影響の把握）
世界全体と各地域の両方のレベルにおいて、グ
ループの事業活動が依存する地球環境、社会につ
いて、その状況をタイムリーに把握し、評価します。
また、グループの事業活動がこれらに与える影響
について定量的、体系的に把握し、評価します。

（負荷の極小化）
世界各国・地域において環境規制等を徹底的に
遵守し、また、国際的な基準・規格等に的確に対
応します。さらに、自主的に守りまた挑戦すべき
基準を定め、味の素グループの全ての事業活動※6

から生じる環境負荷や生態系への影響を極小化
することを追求します※7。
資源の利用効率の最大化を追求し、生物多様性・
生態系が保全される量・やり方で自然資源を調
達するよう努めます※8。

（価値提供）
味の素グループの知見、技術、能力、資産を活かし

環境理念

環境基本方針

味の素グループの環境理念と環境基本方針
味の素グループの環境理念と環境基本方針は、遵法と事業活動から生じる環境負荷の極小化の取り組みをベースに置いていますが、

さらにグローバル企業の責務として持続可能な社会の実現へ貢献していく姿勢を示すため、

「味の素グループ環境理念・環境基本方針」を2006年に改定しました。

現在、地球環境・社会の持続可能性への問題はさらに深刻さを増し、企業活動を取り巻く状況や枠組みは大きく変化しており、

味の素グループに対しての期待もますます高まっています。

そうした状況の中で、味の素グループは2009年に創業100周年を迎え“いのちのために働く”存在になることを約束しました。

そして、事業活動を通じて持続可能な地球社会の実現に貢献していくことをより明確に示すため、「味の素グループ

環境理念・環境基本方針」を改定し、2011年4月より適用しています。

また2012年2月、「生物多様性に関する考え方と行動指針」を制定

しました。

すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る

	環境理念・環境基本方針
	 http://www.ajinomoto.co.jp/company/agp/environment/top.html		リンク

	生物多様性に関する考え方と行動指針
	 http://www.ajinomoto.co.jp/activity/kankyo/biodiversity-agenda/		リンク

味の素グループ環境理念・環境基本方針（2011年4月改定）

（前文）
味の素グループの事業活動は、国際社会と世界各地の地域の人々から寄せられる信頼※1に支えられ、健やかな地球環境※2、平和で豊かな人々の暮らし※3の上
に成り立っています。また、これらの健やかさや豊かさは、個々の地域の生態系や社会の多様性と深く関わっています。
しかし、現代社会は、資源やエネルギーなどの利用においても、温室効果ガスや廃棄物、化学物質などの環境負荷排出においても、地球が支えられる限界を超
えて拡大を続けています。このような人間活動は、生物多様性の損失や気候変動などの脅威をもたらし、自然災害増大、水不足、食糧不足など、「いのち」の
危機に直結する問題として人々の暮らしを脅かしています。また、開発途上国における急速な経済発展は、地球環境課題の深刻化に拍車をかけています※4。
地域の多様性を損なわない経済の発展が望まれます※5。
私たち味の素グループの事業活動も、少なからず影響を与え、また影響を与えられています。私たちは、味の素グループが社会になくてはならない存在であり続け
たいと強く望んでいます。そのためには、現代社会を自然共生型、低炭素型、資源循環型に変革していくことに貢献する事業活動を行っていくことが必要と考えます。

（主文）
私たち味の素グループは、「いのち」のために働き、持続可能な社会の実現に貢献します。
地球上の各地で個性豊かな多様ないのちの営みのつながりが維持され、将来世代にわたるすべての人々が健やかな地球環境の中でよりよい暮らしを享受でき
ることを目指し、事業活動を行い、社会とともに成長します。
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❹ 生物多様性に関する国際的な規則や取り決め
を遵守します。

（サプライチェーン管理）
❺ 生態系や生物多様性に配慮して生産された原

材料の使用を推進します。
  ・使用する原材料の生産地の状況を把握します。
  ・生態系や生物多様性の破壊にかかわる生産地

や供給経路からの調達を避けます。
  ・天然水産資源等の資源量調査や資源管理に

貢献します。

❻ 生態系や生物多様性に配慮した輸送方法の
使用を推進します。

  ・外来侵入種問題を認識し、原材料や商品の輸
送における不用意な生物の移動に伴って各地
の生態系を撹乱しないように、輸送方法の選
択に配慮します。

（価値提供）
❼ 生態系や生物多様性への負担が少なく、人と

地球のいのちに貢献する商品・サービスや技
術・システムの開発を推進します。

（敷地管理）
❽ 事業所敷地の環境を地域の生態系や地域社

（生物多様性問題への取り組み方）
❶ 生物多様性に関する問題と、気候変動、水資

源の減少、廃棄物処理などの他の環境問題と
は相互に密接にかかわり合っており、分けて
考えることはできません。この相互の関係性
を考慮し、生物多様性の保全や生物資源の持
続可能な利用への取り組みと、温室効果ガス
の排出抑制や資源の有効活用、廃棄物の削減
などの他の環境負荷低減への取り組みとが相
互に効果的となるように取り組みます。

❷ グループの事業活動と生物多様性との関わ
り、すなわち、グループの事業活動が生態系
や生態系サービスにどのように依存している
か、また、どのような影響を与えているかを把
握します。

❸ その上で、事業活動の影響のネットポジティブ
化※を意識し、事業活動が生物多様性に与え
る影響を減らし生態系の持つ再生産能力や
物質循環能力の範囲内で行われるように改善
していくとともに、生態系の回復にも寄与する
ことを目指します。

生物多様性行動指針

※1	企業としての存在、操業、成長に対する、社会から与
えられるライセンス

※2	操業継続のための生態系（環境）的リソース。グルー
プの生産活動などに必要な原料・エネルギー・遺
伝資源はもとより、人々の暮らしに欠かせない多様で
豊かな生態系サービスを提供する、地球の「いのち」
の基盤。健やかな生態系は生物多様性がもたらす。

※3	操業継続のための社会・経済的リソース。食、バイオ・
ファイン、健康・医薬の味の素グループの事業領域は、
人々の暮らしの中に市場を持つ。

※4	開発途上国は、地球全体の生態系にとって重要な
役割を担う生態系を有している。これまで先進国が
行ってきたような生態系に過度の負担を与えるような
やり方による開発途上国の急速な経済発展は、これ
ら地域の脆弱な生態系やこれに依存している地域
の社会に危機をもたらし、結局、地球全体の危機に
もつながる。

※5	いわゆる、経済のグローバル化の負の影響として、グ
ローバルレベルでの効率性追求がローカルレベル
の多様性を失わせてしまいがちなことが課題である。

※6	事業のサプライチェーンや商品・サービスのライフサ

イクルなどの全体の範囲。
※7	具体的には、例えば、
　・「味の素グループ・ゼロエミッション」計画	など。
※8	2010年10月の生物多様性条約第10回締約国会議
（CBD-COP10）で採択された新戦略計画「愛知ター
ゲット」において、遅くとも2020年までに、自然資源
の利用の影響を生態学的限界の十分安全な範囲内
に抑えることが、国際社会の戦略目標の一つとして
合意された。

※9	具体的には、例えば、
　・より少ない食資源の消費でより豊かな“おいしさ”を
可能にすること、

　・生態系や生態系サービスの修復・回復などへの	
貢献、

　・事業活動による資源・エネルギーの使用（負の影響）
より、利用していただくことで社会においてより大き
な削減などの効果（正の影響）を生む使用商品・サー
ビス・技術・システムの提供、提案（	トータルで正の
影響を与える＝ネットポジティブ）

　・ライフサイエンスの知見・技術による、生態系や生物
資源の機能などを活かした商品・技術の開発	など。

※10具体的には、例えば、
　・農畜水産物の一次生産者に対する、安全で持続可
能な食資源の確保に向けた支援

　・消費者・生活者に対する、エコライフ提案	など。
※11具体的には、例えば、
　・政策提言
　・国際会議などへの参画、国際規格・基準・ガイドラ
インなどの制定への参画

　・業界横断的な自主的取り組みのイニシアティブ（リー
ダーシップ）発揮

　・国際機関、専門機関、NGO・NPO、各種イニシアティ
ブなどへの参画　など。

※正味でプラスの影響を与えること

すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る

生物多様性に関する考え方と行動指針（2012年2月制定）

会と調和したものにします。
  ・事業所の果たすべき基本的機能と周囲の生態

系の相互向上を目指した、事業所敷地や植生
の設計、管理を進めます。

  ・地域における水資源の循環に配慮した取水と
排水、水の利用を行います。

（協働）
❾ 広く社会と協働することで、生物多様性への取

り組みを推進します。
  ・味の素グループが行う生物多様性の保全と生

物資源の持続可能な利用に関する状況や活
動を公表し、社会からの評価を取り組みの改
善に活用します。

  ・生物多様性への取り組みをより効果的に展開
するために、行政、専門家、NGO、地域社会、
他の企業等と協力します。

● 啓発活動などにより、社員はもとより社会各
層における生物多様性についての理解促進に
貢献します。

10

　味の素グループの事業活動は、農、畜、水産資源や遺伝子資源などの自然の恵みに大きく依存しています。これら自然の恵みは、多様な生物とそれらの
つながりによって形作られる健やかな生態系やそれを支える生物多様性によって提供されています。したがって、生物多様性は、事業の存続・発展を考
える上で最も基本的な要素であり「事業活動の基盤」と言えます。また、人々のいのちと暮らしを支える「地球のいのちの基盤」でもあります。しかし、
生物多様性は現在、過去に類を見ない速度で失われており、生物多様性の保全が世界的に喫緊の課題となっています。
　私たち味の素グループは、グループ理念の中に「いのちのために働く」ことを掲げ、人々が平和で豊かに暮らせる持続可能な社会の実現のために事業
活動を通じて貢献したい、そして、その社会の中で将来にわたって長く必要とされる企業であり続けたいと願っています。そこで、自らの「事業活動の基盤」
であり「地球のいのちの基盤」でもある生物多様性への取り組みをグループの最重要課題の一つと認識して、その保全と持続可能な利用に取り組みます。
　そのために、以下の行動指針を定めます。
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味の素グループのエコビジネスモデル

　味の素グループでは、「地球とともに」「社会とともに」の視点で、

ライフサイクル全体で環境への取り組みを進めています。

　「事業を通じた環境貢献」を目指すとき、私たちの直接の事業領

域にとどまらず、そのより上流・下流に視野を広げ、積極的に持続可

能な地球環境や社会づくりにかかわっていく必要があります。

　従来、地球・生態系に近い資源・原材料は、製造業にとって、“購

入するもの”という意識でしたが、未来にわたって健やかな地球環境

を持続させていくためには、生物多様性への視点をベースに、農・

畜・水産業などの一次産業の方 と々連携を深め、私たちの技術や強

みを活かした連携を強化していくことが重要になります。

　また、社会の持続可能性を意識したとき、社会から学び、影響を

与えていく姿勢も不可欠です。消費者の方々や、社会の様 な々団体・

企業のご意見や優れた仕組みも取り入れながら、従来の製品やサー

ビスの環境価値を高め、新たな環境価値を生み出すことで、本業を

通じて社会貢献することが不可欠だと考えています。また、店頭や広

告など、様 な々場面でエコライフスタイルや、エコビジネスを促進する

ご提案もできると考えています。

　すなわち「地球とともに」「社会とともに」。このふたつの視点で事

業革新を進め、地球環境への“負荷”はより小さく、地球と社会への

“貢献”はより大きくし、味の素グループのビジネスの環境効率＝環

境価値を高めることで、人と地球のサステナブルな未来の実現に貢

献していく。これが、私たちの目指す「エコビジネスモデル」です。

持続可能な
地球環境

持続可能な
社会

事業活動による環境負荷を極小化し、環境問題の解決に寄与する
製品・技術の開発・提供を進めるとともに、農・畜・水産事業者や
サプライヤーの方 と々連携し、持続可能な原材料調達を行います。

豊かで健やかな、永続可能な地球環境のために。
さまざまな地球環境問題を解決するために。

〜B to Nの視点〜
Business to Nature

地球とともに

さまざまな組織・ステークホルダーとのコミュニケーションを強
化するとともに、環境に配慮した製品・サービス・技術の提供を
進めます。

豊かで健やかな、持続可能な社会を実現するために。
おいしく、楽しく、健やかなエコライフを推進するために。

〜B to Sの視点〜
Business to Society

社会とともに

地 球とともに
〜B to Nの視点〜

Business to 
Nature

社 会とともに
〜B to Sの視点〜

Business to 
Society

すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る

自然の恵みに付加価値をつけて皆様にお届けすることが私たちの仕事です。

こうした事業を行えば行うほど、豊かで健やかな地球環境と社会の構築に貢献できる−。

それが事業を通じて21世紀の人類社会の課題解決に貢献することを目指す、味の素グループのエコビジネスモデルです。

■ 味の素グループが目指すエコビジネスモデル

「地球とともに」「社会とともに」の視点で、21世紀の課題解決に貢献
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ライフサイクル全体を通じた環境への取り組み

調 達
持続可能な調達を実現するための活動を
進めています

●	生物多様性の保全
●	農・畜・水産業との連携・支援
●	原料の有効利用・多様化

主な取り組み

開 発
環境貢献・配慮型の事業と製品・技術開発を
行っています

●	基礎研究
●	事業・製品開発（アセスメント）
●	LC-CO2研究

主な取り組み

生産活動（工場・オフィス）
原料を活かし切るとともに、生産活動に
おける環境負荷の極小化に努めています

●	副生物の徹底利用・高付加価値化
●	循環型ビジネス構築
●	ゼロエミッション
●	環境効率の向上

主な取り組み

コミュニケーション
皆様のご意見を聞きながら、エコライフに
役立つ情報を提案しています

●	食卓から始めるエコライフ提案
●	社会の仕組みづくりに関与
●	ステークホルダーとの意見交換

主な取り組み

物 流
環境への負荷を削減するために、
効率的な輸送に努めています

●	荷主としての義務
●	物流事業者との連携
●	効率的な輸配送

主な取り組み

製品・サービス
環境効率が高く、高機能の製品を世の中に送り出すことで
持続可能な社会の実現に貢献していきます

●	アミノ酸の働きを活かした
　	環境貢献型製品の開発
●	食品を通じたエコライフへの貢献

主な取り組み

環境影響の把握　
（ライフサイクルを通じた環境負荷の把握	など）

従業員の環境意識啓発　　
（「Smile	Earth!	活動」など）

環境マネジメント　
（ISO14001認証取得、監査、教育、業績評価	など）

味の素グループでは、直接の事業領域にとどまらず、製品の原料調達から輸送、生産、販売、使用、廃棄に至るまでの

ライフサイクル全体で、環境への取り組みを推進しています。

事業活動全体での環境負荷と貢献価値を視野に入れながら、社外の様 な々方 と々も連携して、さらなる取り組みを進めていきます。

P72

P74

P86

P75

P98

▶P74 ▶P87 ▶P89

P82

すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る

取り組み推進の基盤
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「味の素グループ環境中期計画」と2011年度実績
味の素グループは、3カ年ごとに定める「味の素グループ環境中期計画」に基づき環境への取り組みを進めています。

2011年度からは、2011-2013年度「味の素グループ環境中期計画」を設定し、活動を推進しています。

あるべき姿　
健やかないのちの営みのために、人類の基本課題である、「地球持続性」「食資源」課題解決のために、味の素グループの事業を通じて貢献している

■ 2011-2013年度「味の素グループ環境中期計画」
主要項目 重点項目 2011年度結果と今後の課題

B to N※1　地球とともに

事業活動に伴う排
出の極小化／ゼロ
エミッション計画の
推進

各組織・法人は、3カ年計画の中にポストゼロエミッション計画を落とし込
み、計画を推進する

11‐13年度「ゼロエミッション計画」に基づき、味の素グループ全体で取り組みを推進。ほぼ計画通りに進
捗しているが、日本での原発事故の影響等も受け、CO₂原単位削減が鈍化。天然ガス等の環境負荷が小さ
いエネルギーの安定確保が重要になるCO₂本位制を見据え、CO₂排出権（CDM等）の獲得を推進する

CFP（カーボンフットプリント）による商品での評価、事業全体のライフサ
イクルでの評価と活用を進める アミノ酸関連のPCR※2を策定し認定された。これをベースに2012年、9品目のCFP値が認定された

省エネルギープロセスの開発 低環境負荷（発酵）プロセス導入が各サイトにて予定通り進捗した

生物多様性の保全
と生態系サービス
の持続可能な利用

重要戦略原料についてのビジネスリスク・チャンスの管理を行う
・カツオをはじめとする水産資源／水産原料での新たなプログラムの検討 カツオ：電子記録型標識放流、漁業関係者への広報啓発を計画に基づいて実施した

高リスク共通資材（熱帯雨林関連など）の調達ガイドライン策定／土
地利用に関する診断・モニターツールを導入する

・「グループ生物多様性行動指針」「グループ紙の環境配慮調達ガイドライン」を制定した
・パーム油：味の素（株）のRSPO加盟に向け検討実施し、2012年10月にRSPOに加盟した
・持続的土地利用：モニタリングツールでの状況診断を開始した

低資源利用発酵プロセスの開発　（非可食原料の利用　等） ・非可食原料の発酵原料化を計画通り推進した

B to S※3　社会とともに―環境課題解決に貢献する

事業・商品・サービ
スを通じた環境へ
の貢献

各組織・法人は、事業・商品・サービスを通した環境への貢献について検
討し、事業方針・計画に落とし込み、実行する　
・アミノ酸の環境貢献 
・「エコストレス軽減」に資する商品・サービスの開発。包装容器の環境
対応革新

・地域共生に向けたネットワークづくり

・アミノ酸の環境貢献：「飼料用アミノ酸を加えた低タンパク飼料」が、環境省「J-VER」に続き、経
産省「国内 CO ₂クレジット制度」方法論に認定された。現状養豚に限られる。養鶏への方法論適
用拡大が課題

・容器包装の環境対応革新：生活者にとっての価値向上を目指す指標（詰め替え、易剥離性、新素材導入
など）を加味した容器包装3R計画を策定した

環境・資源貢献を切り口に、R&D部門と事業部で連携して市場化につな
げ、新規成長を目指す

・アミノ酸を活用した「環境活性コンクリート」、コプロを活用した「高機能農業資材」、乳牛用のリジン
「AjiProTM-L」の販売を開始。バイオベースナイロンの事業化に向けた共同研究等、環境貢献商品の事
業化に向けた取り組みを継続する

・「ヒューマス」を川崎バイオマス発電（株）に燃料として供給開始し、この取り組みについて「環境大臣
表彰」を受賞した

情報発信、コミュニ
ケーション、社会と
の協働の推進

「食資源」「地球持続性」への事業貢献や、事業活動の環境負荷削減につ
いて、随時情報公開し、社会からの評価を社内に取り込む仕組みを機能さ
せる

・2011年度の環境報告書が、環境報告書大賞にて「優良賞」受賞、環境コミュニケーション大賞にて「優秀賞」
をタブル受賞した。2006年度以降、6年連続での関連賞受賞となった

・環境・CSR広告が、日経広告賞にて「環境広告賞・環境大臣賞」受賞
・日中グリーンエキスポ（6/1〜3、北京市）に出展　
・エコプロダクツ2011（12/15 〜17）にグループ5社共同で出展
・国際社会との対話のため、リオ＋20（2012年6月、リオデジャネイロ）への出展に向けて取り組み、2012年

度6月に参加した。グループ各社での環境・CSR分野での対話を今後も推進する

食のリーディングカンパニーとして、食を通じた環境貢献・環境負荷削減
について当事者意識を持ち、社会活動をリードし、支援する

・生活者とともにサステナビリティを実現していくために、第1回味の素グループサステナビリティ・フォーラ
ムを開催した。「食」をテーマに、様々な立場のパネリストとともに、約300名の参加者がサステナブルな
未来を探った

・「味なエコ」マークR採用商品を拡大した（2012年4月時点で110品種、前年度比31品種増）
・「エコうまレシピR」を通じたエコライフ提案：ホームページ・メルマガ・雑誌に加え、MOOK、地方紙、BS
番組等、広報活動を拡大した

食卓からのエコライフ提案〜「エコうまレシピR」の普及・啓発活動を推
進する

確かなマネジメント

法対応力の強化 各部署が法令等を確実に遵守できる体制を強化する。「ISO14001」を
基本ツールとして運用する 法改正動向を把握し、適時関係部門と共有した

グループEMSの確
実な展開　

事業内容、業務内容、地域ごとにＥＭＳネットワークを構築する 東海地区、北関東地区にて、 廃棄物処理関連の協働化を開始した

統合マネジメント：安全・品質・環境の目標管理の統合運用を推進する 目標書式の標準化と、運用単位を共通化して、レビューを集約した

指標にもとづく改
善、評価の実施 環境課題・リスクが味の素グループ、そして経営に見えるEMSを確立する 環境会計高度化、データベースの構築・整備等を推進した

EMSを推進する力
量の確保

・経営層を含む全グループ各層を対象に、教育・啓発を推進する
・海外でのＥＭＳ活動は、出向者の指導のもと、ナショナルスタッフが地域

本部を舞台にリーダーシップを発揮できるような教育と実践を推進する

・新任環境管理者・環境担当者教育、環境教育ビデオ視聴等、計画に基づいて実施した
・各現地法人で計画に従って教育・訓練を実施した

すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る

※1　B	to	N：Business	to	Nature　　※2　PCR：Product	Category	Rule（商品種別算定基準）　　※3　B	to	S：Business	to	Society
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「味の素グループ・ゼロエミッション計画 」と
2011年度実績
味の素グループでは、あらゆる事業領域から発生する環境負荷の極小化を目指して、

グループ共通の「味の素グループ・ゼロエミッション計画」に基づき、その着実な実施に努めています。

半期ごとに実績のレビューを行って進捗を管理するとともに、さらなる負荷極小化を目指し、対象や目標などを改定しています。

現在は、2011-2013年度「味の素グループ・ゼロエミッション計画」に基づき、目標達成に向けて取り組んでいます。

オフィス部門 優良事業所
味の素物流（株）	関東低温主管部	
味の素物流（株）	東北主管部	
味の素物流（株）	中部主管部	
味の素物流（株）	西日本主管部	
味の素製薬（株）	本社（入船）
味の素健康保健組合	健保会館（川崎）
味の素（株）	川崎事業所（研究所）
味の素（株）	物流企画部	

物流部門 優良事業所
味の素製薬（株）	物流統括部
味の素物流（株）

　味の素グループでは、2011-2013年度の「味の素グループ環境中

期計画」の中で、2011-2013年度「味の素グループ・ゼロエミッション

計画」の着実な実施を位置づけています。

　この計画は従来の08-10年度計画の改訂版で、骨格部分を引き継

ぎながら、新たな削減目標なども盛り込んでいます。

　例えば、水資源の保全については、従来の排水量に関する目標に

加え、「水使用量の削減」目標を追加し、廃棄物の削減については、

生産活動を行っていない事業所も対象に含めた削減目標を新たに

設定しました。

　2011-2013年度計画の初年度である2011年度は、CO2国内排出 

総量、廃棄物資源化率については前年度に引き続き目標を達成し、

水使用原単位、排水量原単位の削減についてもほぼ計画通り進捗し

ました。一方、CO2 排出量原単位と廃棄物発生量原単位は、やや進

捗が鈍っており、2013年度の目標達成に向けて一層活動を推進して

いきます。

■ 2011-2013年度「味の素グループ・ゼロエミッション計画」の主な数値目標と実績
対象項目 対象部門 達成目標 2011実績 2010実績

水資源

排水汚濁負荷量（BOD、TN) 全生産系事業場 BOD≦１０ｐｐｍ　TN≦５ｐｐｍ 24/39事業所達成 20/39事業所達成

水使用量原単位（対生産量） 全生産系事業場 ７０％以上削減　＜対2005年度実績＞ 65％減 64％減

排水量原単位（対生産量） 全生産系事業場 ７０％以上削減　＜対2005年度実績＞ 69％減 65％減

CO₂排出量

CO₂排出量原単位（対生産量） グループ全体
（全生産系＋非生産系） ３５％以上削減　＜対2005年度実績＞ 31％減 32％減

CO₂排出総量 国内全生産系事業場
４９．３万t以下
＜対1990年度実績の７％減＞
＜対2005年度実績の８％減＞

43.3万t 42.7万t

廃棄物の3R
資源化率（廃棄物＋副生物） グループ全体

（全生産系＋非生産系） ９９％以上 99.3％ 99.1％

廃棄物発生量原単位（対生産量） グループ全体
（全生産系＋非生産系） ２０％以上削減　＜対2006年度実績＞ 10.3％減 11.9％減

すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る

2011-2013年度計画と、2011年度のゼロエミッション実績
優良事業所表彰制度

　味の素グループでは、事業活動全領域

において発生する、各種環境負荷の極小化

をグループ一体となってより一層推進し、ま

たその活動の励みにすることを目的に、「味

の素グループ・ゼロエミッション計画」のグ

ループ目標達成に貢献した事業所を「優良

事業所」として表彰しています。

　「ロードマップを策定し着

実に推進していること」「数

値目標を達成していること」

を基準としており、2011年度

はオフィスでの省エネ、物流

における省エネを進めてき

た10事業所を表彰しました。

表彰された事業所に贈られる盾
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2011年度のマテリアルバランス
味の素グループでは、「環境中期計画」や「ゼロエミッション計画」などに基づき、

事業活動に使用する原材料やエネルギー、水などの資源を最大限効率的に使用して、環境への負荷の極小化を進めています。

食品関連

18%
発酵関連

72%

医薬・化成品・
包材関連

3%

7%

物流・サービス・その他関連

食品関連

20%
発酵関連

62%

医薬・化成品・
包材関連

18%

食品関連

46%
発酵関連
49%

医薬・化成品・包材関連

5%

食品関連

4%
発酵関連
94%

医薬・化成品・包材関連

2%

副製品・再資源化量
2,587千t

再資源化率
99.3%

廃棄物処理量（外部処理）
19千t

OUTPUT：大気、排水、廃棄物

排出先
公共水域（間接冷却水）	 	45,478千t
公共水域（処理後放流など）	 	28,158千t
公共下水	 	14,542千t
灌漑用水に利用	 	2,622千t

BOD量	 	872t
窒素	 	822t

CO₂排出量

2,301千t-CO₂
排水量

90,801千t

CO₂	 直接燃焼分	 	1,399千t-CO₂
	 購入エネルギー分	 	876千t-CO₂
	 車両用燃料	 	26千t-CO₂

NOx	 	2,294t
SOx	 	1,942t
煤塵	 	2,478t

フロン	 	10.8t

副生物・排出物発生量

2,606千t

製品の生産量

2,571千t

8%

医薬・化成品・
包材関連

2%
物流・サービス・その他関連

食品関連

15%

発酵関連

75%

医薬・化成品・
包材関連

15%

食品関連

26%
発酵関連

59%

医薬・化成品・
包材関連

3% 食品関連

21%

発酵関連

75%

INPUT：エネルギー、水、原材料

原料
主原料	 	2,150千t
副原料	 	1,822千t
　酸・アルカリ	 	653千t
　その他	 	1,169千t

包材
プラスチック類　	82千t
紙・段ボール	　	119千t
その他	 	298千t

河水	 	 	44,197千t
工業用水	 	 	39,338千t
井水	 	 	21,120千t
上水・市水		 	5,224千t
その他（雨水など）	 	2,592t

購入電力	 	 	207万MWh（7,447TJ）
購入エネルギー（蒸気）	 	1,140千t（3,081TJ）
ガス	 	 	402百万㎥（17,933TJ）
石油	 	 	111百万L（4,390TJ）
石炭	 	 	69,106t（2,052TJ）	
バイオマス	 	 	1,553TJ　
※1	TJ＝テラジュール。T（テラ）＝1012

エネルギー投入量

36,456TJ※1
水使用量

109,882千t
原材料使用量

4,551千t

■	集計対象範囲	 味の素（株）および環境マネジメント上重要な連結子会社など、112の事業所。
 事業所の統合などにより、2010年度に比べ2事業所増加しています。

■	集計期間	 2011年4月1日〜2012年3月31日

■	集計データ	 一部推定値を含みます。
 四捨五入のため内訳の和と合計が一致しないことがあります。

発酵関連

 26%

その他

 21%

連結売上高

約10,100億円

食品関連

 53%

（注記）
提携事業（油脂、コー
ヒーなどの事業）を除く
味の素グループの事業
を、製造方法などによる
環境負荷の特徴をもと
に区分したもの。連結
財務会計上の事業セグ
メントの区分とは異なる。
マテリアルバランスの集
計範囲と異なる。

連結売上高（参考）

■ 味の素グループのマテリアルバランス

■ マテリアルバランスについて

すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る
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生態系・生物多様性の保全
味の素グループの事業活動は自然の恵みと深くかかわり、生物多様性・生態系に様 な々形で影響を与えています。

生物多様性を保全し、生態系サービスの持続可能な調達を実現するために、「いのちを見守る」「いのちを育む」取り組みを進めています。

※2　2012年10月現在

　味の素グループでは、生物資源を持続的に活用できるビジネスモ

デルを推進していくために、2011-2013年度の環境中期計画におい

て「持続可能な原材料調達の仕組みづくり」「森林生態系破壊にか

かわるリスクの回避」「持続的土地利用の展開」といった3つの重点

テーマを定め、ポイントを絞った取り組みを展開しています。

　操業の安定継続と事業の発展のためには、事業活動と生態系

サービスが具体的にどのようなかかわりを持っているのか、その動向

がどうなっているのかを把握し、戦略的に事業計画に組み込んでい

くことが重要です。そこで、2010年度より「企業のための生態系サー

ビス評価（ESR）」を参考にして、味の素グループ全体の主要事業

と生態系サービスとの関係性を洗い出し、優先対象とする取り組み

を選定しました。事業活動と生態系サービスとの関係性を把握・分

析するにあたっては、当社の環境部門のみならず、専門家や研究者、

NPOといった社外有識者の参加を仰ぎ、実務現場のヒアリングや戦

略策定ワークショップに多くの時間をあて、客観的な事実認識に留

意しました。

　事業活動と生態系の両方にとって重要度が高く、特に注力して取

り組みを進めている分野は“水産資源”と“森林資源”にかかわる調

達です。

　水産資源については、（独）水産総合研究センター国際水産資源

研究所と連携したカツオの資源調査や、エビの養殖・加工地におけ

る生態系配慮項目の導入などの取り組みを進めています。

　森林資源については、WWFジャパンとの共同による紙調達ガイ

ドラインの検討や、（株）J-オイルミルズでは2011年11月に、味の素

（株）では2012年8月にRSPOに加盟し、持続可能なパーム油の使

用に向けた検討を実施するなど、生態系保全に配慮した調達の仕

組みづくりに取り組んでいます。

　そのほか、“地域社会・生態系とともに成長する事業所”を目指し

て、「企業と生物多様性イニシアティブ（JBIB）」に参画するなど、事

業所の土地利用の在り方についても検討を始めています。

　このように味の素グループでは、社外ステークホルダーと連携・共

同することにより、より地球規模での広がりをもった生物多様性保全

の取り組みを展開しています。

すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る

社外ステークホルダーと連携した取り組み

味の素グループの2011年度の実績

「太平洋沿岸カツオ標識放流共同調査」

記録型電子標識（アーカイバルタグ）を用いた調査で、
カツオの累計約500日間にわたる水平位置（緯度経度）、30秒ごとの遊泳行動の詳細記録に成功※2

企業と生物多様性イニシアティブ
http://jbib.org/

JBIB
「いきもの共生事業所R推進ガイドライン」

中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）

	P44　公正な事業慣行：重要原料の持続可能な調達に向けて
	P66　環境：生物多様性行動方針			参照

	 P73参照
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すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る

　かつおだしの原料であり、日本人にとって様々に馴染み深い魚、

カツオ。しかし、その生態などについてわかっていないことが多くあ

ります。カツオの生態について理解を深め、広い太平洋全体のカ

ツオ資源を見守り、カツオ資源を維持していく必要があります。

　味の素（株）は、黒潮本流沿いの南西諸島海域から西日本沿岸

へのカツオの来遊（移動）を確認することを目的に、（独）水産総

合研究センター国際水産資源研究所と共同で「太平洋沿岸カツ

オ標識放流共同調査」を2009年から実施しています。2011年～

2012年は、画期的な調査に挑戦し、黒潮源流海域で初の試みと

なる電子記録標識の大規模放流調査を実施中です。

　2012年には、2月と4月、日本の最西端・与那国島沖

で、カツオ約3,000尾の標識放流を実施しました。このうち、

169尾には最新式のアーカイバルタグが装着されました。これは、

カツオの位置、水深、水温、体温を30秒ごとに1年間にわたり記録で

きる電子記録標識で、カツオに装着できるような小型のものが開発

されたのは最近のこと。カツオへの実際の使用は世界初かもしれま

せん。また、南西諸島海域におけるカツオでのこのようなアーカイバ

ルタグ大規模放流は、これまで例がありません。

　2012年10月までに7尾が回収され、今後の解析により、これまで

得られなかった様 な々貴重なデータが得られることが期待され、学術

関係者、漁業関係者の関心が高くなっています。

「太平洋沿岸カツオ標識放流共同調査」の実施
黒潮源流海域で初の電子記録標識放流に挑戦！

調査概要
◦	カツオの日本近海への来遊経路やその特性を解明する。

◦	これまで主として南西諸島にて年間1,000～3,000尾の

カツオに標識を装着・放流する。

◦	2012年から最新の電子標識（アーカイバルタグ）を導入。

2月、4月に与那国島で169本を装着し、7本を回収。

■漁業関係者の皆様へ協力をお願いするポスターやグッズ ■調査データを公開

電子記録標識
（アーカイバルタグ）
手のひらサイズの記録装置

魚に装着することで、水
平位置、遊泳水深・水
温、体温が1年以上※

記録可能になり、カツ
オの遊泳行動を詳細
に把握することがで
きる

遊泳頻度の高い海域の水温は
21～30℃であることがわかる

夜は表層に、日中は潜行と浮上を繰り返す傾向にあ
る。また、400m以深への潜行があることがわかる

国際資源管理機関や学会な
どに公開することにより、カ
ツオ資源の持続的利用に貢
献していきます

※30秒間隔の場合

■ 電子標識（アーカイバルタグ）を装着した
  カツオ7個体の再捕に成功

■ 10日間の鉛直遊泳行動

■ カツオが遊泳した海域の表面水温

※データから推定される位置は誤差が大きいため、この経路は候補の一つ

120˚E 125˚E 130˚E 135˚E
20˚N

25˚N

30˚N

35˚N

120˚E 125˚E 130˚E 135˚E
20˚N

25˚N

30˚N

35˚N

1個体目

2個体目

1個体目
放流
日　時：2012/2/10
場　所：与那国島
尾叉長：44cm

1個体目
再捕
日　時：2012/4/19
場　所：屋久島南
尾叉長：46cm

2個体目
再捕
日　時：2012/5/11
場　所：口之島西
尾叉長：約43cm

2個体目
放流
日　時：2012/4/8
場　所：与那国島
尾叉長：42cm

合計約500日間に及ぶ
行動の記録に成功

（本海域初）

400m以深への潜行

水
深
（
m
）

水温（℃）

	 http://www.ajinomoto.co.jp/press/2012_06_15.html		プレスリリース
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すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る

味の素グループでは、製品・事業を通じて環境価値を高めるための研究・技術開発を進めています。

ライフサイクル全体での環境影響把握を進めるとともに、私たちの知見を活かして、地球持続性に貢献する新たな事業創出にも取り組んでいます。

環境貢献事業の創出に向けて

基礎的なLC-CO₂データを網羅しており、産官学・研究者の方々にご

活用いただき、高い評価をいただいています。

　また、カーボンフットプリント（CFP）の評価にも早い段階から着

手してきました。2012年5月までに飼料用リジンなどのアミノ酸系商

品9品目でCFPの算定基準とCFP値が、（社）産業環境管理協会の

「カーボンフットプリントプログラム」で認定さ

れました。

　さらに、容器包装のアセスメントには製品

の環境評価基準の一つとして、LC-CO₂評価

を導入しています。

　製品の環境負荷を小さくし、環境価値を高めていくためには、製造

工程から生じる環境負荷はもちろん、原材料の生産、工場での加工、

流通、そして家庭での消費・廃棄に至る「製品の一生」を通じた環境

影響（ライフサイクル環境影響）の把握が重要となります。そのため、

味の素グループでは早くからライフサイクルアセスメント（LCA）の研

究を進め、関連する研究会などに積極的に参加しています。

　低炭素社会を実現するためには、ライフサイクル全体でのCO₂総排

出量：LC-CO₂の把握が一つのカギとなります。味の素（株）では日本

LCA協会 食品研究会に参加し、LC-CO₂の研究を進めてきました。

　その一つの成果として“味の素グループ版「食品関連材料CO₂排

出係数データベース」”を作成、2007年4月からホームページ上で公

開しています。最新版は2010年10月に公開しました（’90・’95・

　’00・’05年版3EIDに対応）。このデータベースは食品材料・素材の

ライフサイクル全体での環境影響評価に向けて

	 P79　容器包装環境アセスメント			参照

	味の素グループ版食品関連材料CO2排出係数データベース
	 http://www.ajinomoto.co.jp/activity/kankyo/pdf/2010/lcco2.pdf		リンク

■資源の有効活用
◦	アミノ酸発酵製造由来の副生物（コプロ）の高付加価値化　など

■温室効果ガスの削減
◦	事業・製品のLC-CO2評価（CFP）

◦	生産プロセスの省エネルギー化

◦	未利用バイオマス資源の活用　など

■排水負荷の削減
◦	高効率なアミノ酸発酵生産技術の開発による節水

◦	高度な排水処理技術（微生物脱窒法など）の開発　など

■容器包装のエコデザイン
◦	3R視点での設計（Reduce、Reuse、Recycle）

◦	サステナブル素材の活用

◦	未利用資源の活用　など

	P76参照

	P75参照

	P82参照

	P14参照

	P84参照

	P78-81参照

● バイオマスの活用
 ：原料・エネルギーとしての活用技術開発
 ：石油化学製品の代替生産技術開発

● 省エネ・省資源技術開発　など

持続的で地球環境にやさしい技術

地球持続性に貢献する主な研究・技術開発　味の素グループでは、既存事業の環境負荷低減に向けた研究開

発に取り組むとともに、新たな環境価値を提供するために、新事業

領域においても、地球環境に貢献する研究領域や、資源を有効に利

用する研究領域を重点テーマとして設定しています。

　私たちの知見や技術を活かして、地球持続性に貢献できる新たな

製品や素材開発を進めるために、社外のアイデアや技術を取り入れ、

共同で開発を進める「オープン＆リンクイノベーション」が早期成果

創出のカギと考えています。

　すでに、アミノ酸発酵製造技術やアミノ酸への深い知見を活かし

て、サステナブルな植物原料から、合成ゴムやナイロンを製造する共

同研究で成果が出始めています。

　味の素グループは、食やアミノ酸にかかわる知見を活かして、地球

持続性に貢献する様 な々可能性を追求していきます。

	 P21-22　特集2	オープン＆リンクイノベーションが拓く未来参照

地球持続性に貢献する技術・製品開発



 Column
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すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る

飼料用アミノ酸の環境貢献
　アミノ酸は、生物が生きていくのに不可欠な栄養素です。特に、

体内で合成できない必須アミノ酸は、食べ物から摂取しなければな

りません。しかし、豚や鶏といった家畜に与えられるトウモロコシや

小麦などのエネルギー源と、大豆粕などのタンパク源を組み合わせ

た一般的な飼料では、動物の成長に対してアミノ酸バランスが最

適でなく、家畜の成長を最大限に引き出すことが難しくなります。

　飼料用アミノ酸とは不足しがちなアミノ酸を特定して補うもので、

代表的なものに、「リジン」、「スレオニン」、「トリプトファン」などが

あります。こうした飼料用アミノ酸を利用して飼料中のアミノ酸バラ

ンスを整えることで、ムダになっていた他のアミノ酸を有効に利用し、

排泄分が抑えられるため、食糧・環境問題の解決に貢献できます。

CFPによる飼料用アミノ酸の環境貢献効果の検証
　“地球にやさしい畜産”を広げるためには、「飼料用アミノ酸」によ

る温室効果ガスの削減効果をわかりやすくお伝えすること、そして、その

削減に寄与した畜産農家の方々にも温室効果ガス削減のメリットが還

元されることが必要です。

　味の素グループでは、カーボンフットプリント（CFP）を活用した、効果

の“見える化”と、農家の方々が飼料用アミノ酸を利用するインセンティ

ブとなるオフセット・クレジット制度の確立にチャレンジし、2010～2011

年度にかけて日本での制度化が大きく進展しました。日本の畜産業の

環境負荷低減に向けた基盤となるだけでなく、今後、グローバルに同様

の仕組みを発展させていける可能性を秘めた、大きな成果と考えていま

す。現在、国際飼料工業連盟（IFIF※）等が中心となって進めている畜産

分野における飼料添加物の環境貢献を分析

するプロジェクトなどにも参加し、日本で蓄積

した飼料用アミノ酸の環境貢献効果のデー

タなどを提供しています。

新たに開発した乳牛用リジンの広がり
　米国で飼料用ビジネスを展開する味の素ハート

ランド社では、2011年4月から、新たに乳牛用リジン

「AjiPro™-L」の販売を開始しました。

　これまでの飼料用アミノ酸は主に豚や鶏用に開発さ

れたもので、乳牛をターゲットとした製品の発売はグループ初の試みと

なります。牛は4つの胃を有しており、既存の飼料用リジンを乳牛に与

えると、牛の第一胃内でその大半が分解されてしまうため、タンパク合成

に必要な量を吸収させることができないという課題にチャレンジし、十

分な量のリジンを第一胃で分解されることなく牛の小腸まで届け、吸収

させる技術の開発に成功し、現在、その使用が広がり始めています。

　乳牛は米国国内だけで900万頭が飼育されており、今後、ビジネスの面

でも環境負荷低減の面でも大きな可能性を秘めた商品と考えています。

飼料用アミノ酸を利用して飼料中のアミノ酸バランスを整えると、家畜排泄物に由来する土壌・水質への負荷や、温
室効果ガスを大幅に削減できるほか、飼料用作物の耕作面積も削減できるため、世界的に注目されています。
味の素グループでは、地球にやさしい畜産を世界に広げるため、新たな製品開発や製品の環境貢献効果の評価に取
り組んでいます。

地球にやさしい畜産を広げる「飼料用アミノ酸」

堆肥化や
排水処理工程など
排泄物処理工程

土壌

土壌表流水からの
発生は19％

排泄物処理工程
からの発生が
7割以上を占める

排泄物から発生するアンモニアNOXが、
酸化・還元されることによる発生は8%

河川・海

地下水

N20

NOx

N20

N20

アンモニア

尿素態窒素

亜硝酸・硝酸

糞尿

●	排泄物由来の土壌・水質への負荷軽減
　アミノ酸の摂取バランスが悪く、必須アミノ酸で一つでも不足があると、他
のアミノ酸も体内で有効に使うことができず、窒素化合物として排泄されてしま
います。この窒素分は土壌や水質への負荷につながるため、飼料用アミノ酸
で飼料のバランスを整え、排泄窒素量を減らすことで負荷軽減に貢献できます。

●	温室効果ガスの発生抑制への貢献
　さらに、家畜糞尿中の窒素化合物は、土壌や大気中で酸化・還元され、
一部の窒素が N ₂ O（亜酸化窒素）として大気中に放出されます。N ₂ O	の
温室効果はCO ₂の約 300 倍と大きな影響力をもちます。飼料用アミノ酸
の利用で家畜の排泄窒素量を軽減することで、N ₂ Oの発生を抑制し、地
球温暖化防止につなげることができます。

●	飼料用アミノ酸（L-リジン）のライフサイクルの
　	各段階でのCO ₂排出の割合

■ アミノ酸の「桶の理論」

■ N₂O発生のメカニズム

「AjiPro ™ -L」

“飼料用アミノ酸を加えた低タンパク飼料”による
N₂Oの削減効果「見える化」に向けた取り組み
2010年７月　環境省による「オフセット・クレジット制度（J-VER）」で認定
2011年3月　経済産業省による「国内クレジット制度」の
	 対象プロジェクトとして認定
2011年9月　経済産業省等による「CFP制度試行事業」で
	 飼料用リジンのCFP値が認定 CFP 値のマーク

IFIFでのプレゼンテーション
※ IFIF：International	Feed	Industry	Federation

流通

1%

生産

66%

原材料
調達
33%

	 CFP値の認定に関するプレスリリース
	 http://www.ajinomoto.co.jp/press/2012_07_27.html		リンク

	（社）産業環境管理協会によるCFPプロクラム
	 http://www.cfp-japan.jp/		リンク
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高付加価値のコプロ製品の開発に向けて
　味の素グループでは、30年以上、資源をムダなく活かし切り、副生

物もコプロとして地域に還元する「バイオサイクル」の仕組みでアミ

ノ酸発酵製造を続けてきました。コプロは、約90％が肥料に生まれ

変わり、主に農業分野で有効利用されていますが、地域ごとの自然特

性や農作物の特性、ニーズが異なるため、それぞれの地域の農業慣

行や作物に適した利用方法の研究や効果の検証を進めてきました。

　2010年度からはコプロを中心とした農業資材関連事業を

「A-Link」と名づけ、コプロに関する各地域・作物へのより効果的な

利用方法などの知見を集積してさらなる高付加価値化を図るととも

に、畜産・水産業も視野に入れた動植物栄養の分野でのアミノ酸・

核酸の活用をグローバルに推進しており、すでに様 な々高付加価値

製品が誕生し、世界各地に事業展開が広がっています。

　例えば、発酵副生液に含まれるアミノ酸やミネラルで農作物を健

全にすることで収量を増加させるだけでなく、独自の成分で病害にも

強くする葉面散布剤はその一例です。

葉面散布剤「AJIFOLR」のグローバル展開
　葉面から効果的に栄養成分などを吸収できる葉面散布剤

「AJIFOLR」は、高付加価値のコプロの代表です。ブラジルで生ま

れた「AJIFOLR」は、1988年から事業展開されており、現在、大豆や

コーン、果樹、綿花などで利用されています。そのほか、2007年以降、

ペルー、タイ、インドネシア、ベトナム、米国などで事業展開が始まり、

2012年度より、日本でも製造・販売が始まりました。少量で効果的

に栄養を与えることができ、病害への抵抗力が高まるという効果があ

ることも報告されています。作物や地域にあわせて、成分や散布方法

などの検証を進めています。

味の素グループでは、世界各地のアミノ酸・核酸生産工場の発酵工程で生成される栄
養豊富な副生物を、アミノ酸や核酸と一緒につくられるもう一つの製品＝コプロ（Co-
Products）と位置づけ、肥料や飼料として付加価値をつけて製品化しています。
地域の自然から得た恵みで事業を行っているからこそ、原料を余さず使い、農・畜・水産
業の次のいのちを育むために役立てたいと考えています。

地域に豊かな実りをもたらす「コプロ」

液体肥料「AMI-
AMI」を保管す
るタンク（左）
と出荷するロー
リー（右）

ブドウへの葉面散布

ブラジルで販売されて
いる「AJIFOLR」

「AJIFOLR」を活用
して育てたブドウ

地域ごとに、サトウ
キビをはじめ、野菜、
果物、ゴム、コーヒー
等様々な作物に利
用される

長期間効能固形肥料 葉面散布剤 サイレージ改質剤

固形肥料 液体肥料

乾燥菌体

液体飼料

発酵副生物

日本でも新たな高付加価値の
コプロ販売を本格化
　日本でも、新たなコプロ製品の開発

と販売が進んでいます。味の素（株）

九州事業所のコプロから生まれた「ア

ミハートR」は、でん粉を納豆菌の仲

間で核酸発酵させた液体を原料とし

た液体肥料です。核酸を豊富に含み、

栽培実験では植物の根張りの促進や

収量増加、生育期間短縮などの効果

が確認されました。2011年6月より

販売を開始し、メロン、イチゴ、トマト、

ピーマン、ナス、お茶などの栽培に利

用されています。

　また、油脂事業を行っているグルー

プ会社の（株）J-オイルミルズの副生

物である“なたね油かす”に「アミハー

トR」を吸着させた家庭用園芸肥料

「すぐ効く粒状油かす」も共同開発。

「アミハートR」に含まれるアミノ酸

や核酸が肥料効果をさらに高めます。

2012年春より販売を開始しました。

　さらに、野菜の接木苗生産量日本

一を誇るベルグアース（株）とともに、

発根と根の伸長を促進する、苗専用の

肥料「早
はや

根
ね

早
はや

起
おき

R」を共同開発し、

2012年10月から発売を開始しまし

た。今後も多様な農業資材の開発・

提供を進めていきます。

「アミハートR」

「早
はや

根
ね

早
はや

起
おき

R」

レタス苗の根の生育

「アミハートR」
無処理レタス

「アミハートR」
処理レタス

慣行（水） 他社品 「早根早起R」
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　アミノ酸について深い知見を持つ味の素（株）では、「生態系

が脅かされつつある水域の活性化にもアミノ酸が役立つはずであ

る」という発想と情熱を発端として、2009年から、消波ブロック

の大手の一つである日建工学（株）、徳島大学大学院	ソシオテク

　近年日本では、海や河川の汚染や海水の貧栄養化、地球温暖

化などによる磯焼け（藻類の劣化現象）が深刻な問題になって

います。微細藻類は食物連鎖の基礎となるため、その生長を促

進することは海・河川などの水域の環境活性化につながります。

コンクリートにアミノ酸を混ぜた「環境活性コンクリート」は、水

中でゆっくりとアミノ酸を放出します。これまでの試験では、アミ

ノ酸の中でもアルギニンが、コンクリートと混和したときの相性が

最もよく、かつ、食物連鎖の基礎となる微細藻類の生長を通常の

5～10倍も促進することがわかりました。河川ではアユやウナギ

が、海域ではアワビやナマコ等が集まる傾向も確認されています。

　海や河川で用いられるコンクリートをこれまでの無機的なもの

から“有機的なコンクリート”へと変えることで、自然と人工物の

境界面の親和性を高め、食物連鎖や生態系を支える手助けにな

るほか、CO₂の吸収・固定にも役立つものと期待しています。

ノサイエンス研究部（上月康則教授）とともに、コンクリートにアミノ

酸を混ぜて藻類の生長を促す「環境活性コンクリート」の研究・開

発を進めています。

海の生態系を育む「環境活性コンクリート」の共同開発

◦	形状から素材へ
◦	無機的コンクリートから有機的コンクリートへ
◦	人工物と自然・生態系との境界面をエコトーンへ
◦	栄養分をゆっくり供給し、食物連鎖の基礎となる藻類
（微細藻類等）が生育しやすい環境をつくる
◦	食物連鎖・生態系の形成を手助けする
◦	CO2の吸収・固定が期待できる

“ひと”のコンクリートから“いきもの”のコンクリートへ
—自然と人工物の境界線の親和性を高める“有機的なコンクリート”の効果

■ 藻類の生長に関する比較結果 ■ 異業種コラボレーションによる研究体制

無機から有機へ

■ 藻類量の指標となるクロロフィルαの推移

海の環境再生機能の実験と評価 アミノ酸の環境・食資源への貢献

環境共生型素材・製品の開発

環境活性コンクリート

「環境活性コンクリート」
は、日建工学（株）・
味の素（株）・徳島大
学での共同研究により
開発されたものです

10カ月経過後も
付着藻類量が多い

クロロフィルα　μg/cm²
経過月

0

10

5

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

通常のコンクリート 環境活性コンクリート

全国約30カ所の様々な水域で実証実験中
　各地域、漁協の皆様の協力のもと、2012年10月現在で

およそ30カ所の海・河川にて、藻類の生育、魚や貝などの

蝟集効果の実証実験中です。様 な々水域環境での実用

化に向けて、外部専門家による建設材料としての耐久性

の試験や、アミノ酸の放出機構と速度などについての評

価も進めています。防災機能と水域環境の活性化を両立

し得るこの革新的なコンクリートが、日本各地で活用され

るとともに、今後はさらに海外でも活用されることを目指し

ています。

静岡・伊東港の沖約1キロ、水深 8メートル
の海底に設置された環境活性コンクリート製
の魚礁（重量 21.8トン）。日建工学（株）担
当者（左）と、味の素（株）担当者（右）

ウミタナゴ、ネンブツダイ、カゴカキダイ、スズメダ
イなどが泳いでくるほか、アワビやサザエなども砂
地をわたって集まってきています。壁面には微細藻
類が生長。集まってきた魚や貝が藻を食んでいます

静岡県伊東沖にて（2011年7月より）

近年、近海の海底の砂地化、藻地の減少が急速に進んでいるため、魚や貝の隠れ
処が少なくなっています。そのため人口魚礁で魚や貝を集める試みを始めました。
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環境に配慮した容器包装の開発
食品の容器包装は、使用前に役割が終わる梱包材とは違い、

お客様のお手元に届いてから商品を使い切るまで、中身の品質を保持する大切な役割を担っています。

味の素グループでは、容器包装の重要性を認識するとともに、使用後の環境影響を配慮した設計に早くから取り組んでいます。

また、皆様への情報提供、各業界団体との連携にも積極的に取り組んでいます。

味の素（株）の2011年度の実績

「容器包装3R推進計画（第2次）」の主な目標と実績（2011-2015年度計画：対2010年度）

Reduce目標

［実績］

2015年度にプラスチック原単位を2％削減、紙原単位を5％削減

◦ 紙原単位　
 2010年度※1 58.1→2011年度※2 61.3（g/中身kg）　5.5%増
◦ プラスチック原単位
 2010年度※1 55.9→2011年度※2 55.8（g/中身kg）　0.2%減

素材・新技術導入
［実績］
◦ サトウキビからつくられたポリエチレン
 2011年度実績 ： 「味の素R」キャップの素材の一部
 （エコプロダクツ展に展示した非売品）
 2012年度実績 ： 「『カルピス』ピースボトル」のボトル素材の一部
◦ トウモロコシ由来のポリ乳酸を材料の一部に使用したシュリンクフィルム
 以前から採用   ：「味の素R」アジパンダ瓶
 2012年度実績：「パルスイートR」カロリーゼロ （液体タイプ）
 「アジシオR」（60g瓶、110g瓶）
 「やさしおR」（90g瓶）
 「瀬戸のほんじお」（100g瓶）

Recycle目標

［実績］

簡単に分離・剥離することで分別できる包装

ミシン目を入れた小箱設計の推進 等

Reuse目標

［実績］

詰め替え容器の普及

「味の素R」「ほんだしR」「味の素KK コンソメ」など調味料製品で拡充

消費者への情報提供

［実績］

3Rに資する商品選択や、分別排出徹底を促す情報の提供

「味なエコ」マークR※3の表示（2012年10月現在 128品種）、
イベント・社外講演、事例提供 等

紙使用量の削減

原単位で約5.5％増

プラスチック使用量の削減

原単位で約0.2％減

※1　2010年度の商品群に合わせたため、2010年度確定値と異なる。
（前3R計画の2010年度確定値：プラスチック原単位	55.4、紙原単位	58.3）

※2　2011年度の値は速報値です。
※3　「味なエコ」マークは味の素（株）の登録商標です。

　2010年度までの味の素（株）の「容器包装3R推進計画」（2005-

2010年度計画）では、プラスチックと紙の削減量は目標を大きく上

回って達成した一方、原単位については紙では達成したもののプラ

スチックでは6%増となり未達となりました。

　これを受けて、「容器包装3R推進計画（第2次）」（2011-2015年

度計画）は、単なるReduce目標だけではなく、容器包装3R・資源循

環の取り組みをお客様にご理解いただけるよう、容器包装に関する

生活者ニーズを調べました。そして「ムダを減らした包装」「簡単に

分別できる包装」「詰め替えができる包装」「“お得・便利・おいし

い”と“エコ”を両立する包装」「環境にやさしい素材の包装」など

の要望の高い内容に整理しました。これらを「できることは100%や

り遂げる」という考えで、「容器包装3R推進計画（第2次）」に取り組

みます。また、こうした取り組みを生活者の皆様に新しい環境価値と

して感じていただき、キッチンでのエコストレスを軽減できるよう、コ

ミュニケーションも展開していきます。

すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る

2011年度の実績概要

紙類
9.6%
プラスチック類
34.8%

ガラス類
1.4%

その他
0.1%

金属類
4.1%

容器包装以外の廃棄物
49.9%

環境省「容器包装廃棄物の使用・排出実態調査の概要（平成22年度）」容積比率

■ 家庭ゴミにおける容器包装が占める割合
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　“味の素ブランド”の商品を販売する際には、「品質アセスメント」

の実施を必須条件としています。アセスメントは独自の評価基準であ

る「容器包装エコインデックス」を用いており、①重量の削減、②素材

選定、③リサイクルの容易性、④表示（お客様への訴求）の4つの視

点から多面的に、容器包装の環境配慮推進を行っています。

　また、アセスメントシステムと3R管理システムを統合したことで、

①エコインデックスに示されている包材使用量を再商品化委託契約

費計算に活用、②社内ポータルサイトでデータを開示、③容器包装

使用量データの毎月更新、が可能になり、委託契約費の計算や社内

の3R推進のみでなく、社内外への報告や、流通事業者、リサイクル

団体などへのデータ提供などもリアルタイムかつ正確に提供するこ

とが可能になりました。

エコインデックス票

版下データ

エコガイド

2003年〜

1994年〜

2004年〜

容器包装リサイクル協会に支払い

流通
公的データベース（情報提供）

再商品化委託金

包材データ

保管 集計、解析

▶ 環境会議（経営）
▶ 3R推進会議（カンパニー）
▶ 環境報告書

社外
▶ 3R事例提供
▶ コンテスト応募
▶ 社外講演

2009年統合

2000年〜

2005年〜 保管システム構築
2009年〜 閲覧システム構築

商品コード
販売データ

商品ごとの包材データ

総排出量
原単位

社内ポータルサイト

報告書作成基幹データ
3R管理システム

1991年〜

LC-CO2データ

設計データ
■ 容器包装環境アセスメント
（1991年〜／2005年度より電子化）

■「容器包装エコインデックス」（家庭用 ver.8／業務用 ver.4）

目的 評価項目

地球環境負荷の
低減

省資源 包材重量の
削減

廃棄包材重量
重量削減比率
多重包装度合
詰め替え商品の有無

温暖化防止

輸送効率

素材選定

LC-CO2発生量の削減
植物由来材料の使用

環境配慮材料の使用

循環型社会実現
への貢献

リサイク
ルの推進

再生素材の利用率
環境ラベル

リサイクル
の容易性

分別収集対応性
リサイクルシステムへの適合
性
リサイクル・廃棄時減容度

訴求 表示 環境対応表示の有無
（環境配慮表示の有無）

重量（千t）

段ボール
金属缶

再商品化委託契約費

再商品化委託契約費（百万円）

（年度）
PETボトル（飲料用）

ガラス瓶
紙

プラスチック

0

300

450

600

0

10

5

15

20

30

25
24.2

2004

264

2010

20.7

361

2011

20.4

292

2012

18.518.5

268

■ 容器包装再商品化委託契約費と
  販売商品の材質別容器包装重量の推移

　現在市場に出ている容器包装は素材や形態が多岐にわたり、一

般の方々にとって、どのような容器包装が環境にやさしいのかを簡単

に判断するのが難しくなってきています。社会全体における容器包

装にかかわる環境問題に対処していくためには、容器包装の機能や

役割への理解をもとに、消費者の皆様に環境配慮製品を選択して

いただくことが重要です。味の素（株）では、社外関係者と連携する

機会に積極的に参加し、社会の皆様と連携しながら3R活動を推進

しています。

［講演］
◦ 日本印刷学会 グラビア研究会
［寄稿］
◦ 日本印刷学会『印刷雑誌』
［事例紹介］
◦ 九都県市容器包装ダイエット宣言
◦ 各リサイクル推進団体等への3R改善事例提供
◦ エコプロダクツ展
◦ 第5回味の素スタジアム感謝デー
◦ 港区3R 推進行動会議　など

容器包装の環境配慮推進の仕組み

社外関係者との連携

すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る
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「スリムアップシュガーR」
製品改訂時に環境視点にも配慮し包材を見直しました。商品の袋
材質と形状（ガセットパウチ→スタンディングパウチ等）を変更しプ
ラスチック使用量を約7.3トン/年、また袋サイズに合わせた中箱と
外箱の設計により、紙類使用量を約6.1トン/年削減しました

■ 2011年度の主な開発事例

商品 取り組み 改訂前の包材に比べた
年間の削減量

｢ほんだしR煮物上手R｣ 瓶の軽量化 ガラス	　9.8t

「スリムアップシュガーR」
（スティック）

個装、中箱、段ボール
の全面見直し

プラスチック　7.3t
紙類　6.1t

「Cook	DoR」
（中華合わせ調味料）

パウチシール巾縮小 プラスチック　10t

「カルピスウォーターR」

500ml,	900mlPETボト
ル軽量化
1.5Lシュリンクフィルム
軽量化

PET　172t
プラスチック	9t

「カルピスソーダR」
1.5 長角PET用
段ボール（中芯）の軽
量化

段ボール	19t

環境にやさしい容器包装の開発

すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る

　味の素グループでは様 な々包装形態の製品を扱っているため、多

面的な軽量化に取り組んでいます。瓶、プラスチックフィルム、PETボ

トル、商品を梱包するための紙箱・段ボール箱に至るまで、容器包装

の使用量削減を進めています。

　「ほんだしR」「味の素KK 中華あじ」などの風味調味料、「味の素R」

などのうま味調味料などで、詰め替え可能な商品を取り揃えています。

　お客様が廃棄する際に分別しやすく、リサイクルしやすい容器包

装を開発しています。

　2012年度は、簡単に剥離できるラベルの導入を進めており、すで

に 「味の素KK 中華あじ」 や「味の素KK 丸鶏がらスープ」などに採用しま

した。

Reduce：容器包装の軽量化

Reuse：詰め替え可能な商品の拡充

Recycle：廃棄の際に分別しやすい商品

　味の素（株）では、2012年9月より、食品および甘味料

用容器に使用している熱収縮ラベル（キャップ用シュリ

ンク含む）の素材を、従来の石化由来の材質から、カーボ

ンニュートラルなバイオマス由来のポリ乳酸（PolyLactic	

Acid：以下、PLA）へ切り替える取り組みを開始しました。

対象品種は、「味の素R」アジパンダR75g瓶をはじめと

する調味料や「パルスイートR」（甘味料）等の家庭用の

全商品で順次導入を進め、2013年度中に計約24品種で

の切り替え完了を目指しています。

■世界最薄を実現
　新たに採用したPLAは、飼料用トウモロコシ由来の成分

を25wt％以上含有するもので、PLAラベルとしては世界

最薄※1の35μmの素材です。世界最薄のPLAラベルの

導入は、調味料、甘味料分野において業界初の試み※1で

あるのに加え、全商品の一斉切り替えに関しては国内で

は前例がなく※1、先進的かつ、循環型社会に貢献する有

意義な取り組みと考えています。

　旧来使用していた石油由来の40 ～ 60μmのラベルか

ら切り替えるにあたって、何度もテストを繰り返しラベル装

着工程や熱処理工程における最適条件を見出すことに

成功し、業界初の取り組みが実現しました。

■オールエコな「味の素R」アジパンダR瓶へ
　さらに、味の素（株）の象徴的な商品である「味の素R」アジパンダR75g瓶

では2012年度中に、PLAによる熱収縮ラベルとあわせてキャップも「サトウキ

ビ」を原料とするバイオマスポリエチレンを用いた植物原料由来のプラスチッ

クに変更する予定です。リサイクル率の高いガラスと組み合わせることで、オー

ルエコな包材を実現できると考えています。皆様にわかりやすくお伝えするた

め、従来の赤いキャップ製品

での切り替えに先行して、緑の

キャップ製品の発売※2を予定

しています。

■カーボンニュートラル素材の採用で、CO₂排出量の削減に貢献
　熱収縮ラベルへの切り替えにより、CO₂排出量を前年に比べ、年間約100ト

ン※3、「味の素R」アジパンダR75g瓶のキャップ部分のバイオマスポリエチレ

ンへの切り替えで、年間約55トン※3、合計で前年比約155トン、平均で50％以

上削減できる見込みです。

　また、全商品で世界最薄の熱収縮ラベル導入により包材重量を平均24％

削減。全商品（２4品種）の切り替え完了時には、計10トン/年超※3の削減と

なる見込みです。

　こうした身近な食品という商品における環境貢献効果を、消費者の方に店

頭でわかりやすく伝えるための独自の「味なエコ」マークRも導入し、日々の暮ら
しの中から、環境意識の向上、グリーン購入の推進・エコプロダクツの普及を

目指します。

植物由来バイオプラスチック包材の使用
家庭用全商品、計24品種での採用へ

2011年12月、エコプロダクツ展にて試作品を展示。お客様に好評でした

※1　2012年8月31日現在における当社調査結果
※2　2012年12月より一部店舗にて限定発売の予定
※3　2011年度の販売数量を基に当社計算式にて算出（前年度比）

TOPICS



81 味の素グループ サステナビリティレポート 2012

すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る

　容器包装は、日常的に目に触れ、手に取っていただくものであり

ながら、一つひとつの個包装はもともと小さかったり薄かったりする

ものです。このため、包装の軽・薄・短・小、素材の変更といった環

境視点での改良は、お客様にはなかなかわかりづらいものですが、 

販売量全体では大きな環境貢献効果があります。

　「できるだけ環境によい製品を購入したい」というお客様のニーズに

お応えできるよう、味の素グループでは、独自の環境マークである「味な

エコ」マークR※1の表示を2010年秋から開始しました。「詰め替えをおす

すめしている」または「パッケージに再生紙を利用している」一部の商品

から表示を開始し、「トレイを省いたもの」「中仕切りを排除した外箱」「植

物性プラスチックを使用したもの」など順次環境配慮の内容や表示 

製品も拡大。2012年10月末現在、容器包装の環境配慮を示す5種類お

よび、製品の環境配慮を示す1種類（「自己解凍でエコ」）、計6種類のマー

クがあり、前年度同時期よりも49品種増えた128品種に表示しています。

「味なエコ」とは？
味の素グループが提供する「味の
素らしい・気のきいた（＝味な）」
「環境にやさしい（＝エコ）」製品
や情報のことで、ロゴマークは「地
球の緑と食事の喜びを模したもの
で、食を通じたよりよい地球環境」
を表現しています。

詰め替えでエコ
袋製品から詰め替えて、
長持ちする瓶製品を繰
り返し使っていただくこ
とで、CO₂の排出量を抑
えることができます。

トレイなしでエコ
トレイを使用せずに大
袋入りにした冷凍食品。
ゴミを減量化し、CO₂排
出量を約20～50%削
減することができました。

再生紙でエコ
紙箱に再生紙を使用してい
ます。ギフトでは、蓋に古紙
80%配合の再生紙で、かつ
コーティング剤を使用してい
ない段ボール紙を採用。贈り
手にも贈られた方にもエコ。

省包材でエコ
中仕切りを使用しない環境
配慮型の外箱です。外箱の
中仕切りをなくし、年間3割
のCO₂排出量を削減しまし
た。箱の形状を八角形に変え
ることで強度を高めています。

植物性トレイでエコ
植物性素材を配合したトレイ
を使用することで、石油使用
量とCO₂排出量の削減にな
ります。

容器包装に配慮した「味なエコ」マークR製品を食卓に広げる

「味なエコ」
マークR商品数

128 品種

2012年10月現在
（味の素グループ）

日々の食卓と地球環境への配慮に関する調査

味の素（株）では、日々の食卓と地球環境への配慮に関して独自の調査を行いました。
その結果からわかったのは、「捨てること」「廃棄物を出すこと」「エコによいものを選ぶ以前に、エコに悪いものを購入すること」などに対して、
うしろめたさやもったいない気持ちを感じる生活者が多いという事実でした。

対象者：20～50代主婦／対象エリア：全国／対象者数：300サンプル／手法：Web調査／期間：2010年11月6日～8日／調査機関：電通リサーチ調査概要

73%

■ ゴミが多すぎると
  感じることがある ■ ゴミを捨てるときに

  ストレスを感じる

71%

■ 包装が過剰だとゴミが増えて
  環境にやさしくないと感じる

95%

●ゴミがかさばる
●燃えないゴミが多すぎて

不安になることがある
●贈答商品にムダな包装が

よく見受けられ、エコ精
神に反すると思っている
など

■  個別のご意見

※1　「味なエコ」マークは味の素（株）の登録商標です。
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温室効果ガスの排出削減
地球温暖化や気候変動は、地球持続性にかかわる環境問題の中でも最も重大な社会共通課題の一つです。

味の素グループでは、製品の製造工程のみならず、事業活動すべての範囲で温室効果ガスの排出削減に取り組んでいます。

11-13年度「味の素グループ・ゼロエミッション計画」※2

CO₂排出量原単位

35％削減
（2005年度比）

CO₂排出量原単位

約31％削減
（2005年度比）

CO₂国内排出総量

49.3万トン以下
（1990年度比7％削減、
2005年度比8%削減）

CO₂国内排出総量

43.3万トン
（目標に対して
6万トン削減）

化石燃料由来の
CO₂排出量

230万トン

	2011年度の実績

グループ全体で グループ全体で

※2　詳細はP70

　2011年度よりスタートした11-13年度「味の素グループ・ゼロエミッ

ション計画」では、引き続き温室効果ガスの中でも化石燃料由来の

CO₂に焦点を当て、全世界の味の素グループ全体で排出量原単位を

2005年度比で35％削減すること、そして国内生産系事業場について

は、2013年度にCO₂排出総量を1990年度比で7％減の49.3万トン以

下にすることを目標としました。これは京都議定書約束期間で、2012

年度（1990年度比6%減）に1年分1%を上乗せしたものです。

　2011-13年度の「味の素グループ・ゼロエミッション計画」の初年

度である2011年度は、CO₂排出量原単位はグループ全体で2010年

度と比較してほぼ横ばいとなりました。また、国内生産系排出総量

は目標を約6万トン上回り、1990年度比で18％削減となりました。こ

れは、京都議定書の2012年度削減目標を達成しながら進捗してい

ます。

　国内外の味の素グループ全体のエネルギー使用量は、前年に

比べ2.9％増加し、生産量は前年度比で約2.5％増加の257万トン

であったため、エネルギー使用量原単位は1.3%減少しました。一

方、CO₂排出総量は230万トンで、前年度と比較して約6.5万トン増

加、原単位は前年度と比較してほぼ横ばいという結果となりました。

CO₂排出総量の削減が進まなかった主な理由は、環境負荷の低い

エネルギーへの転換を進めてきたインドネシアやブラジルの工場に

おいて、天然ガスやバイオマス由来エネルギーの供給量が不足した

こと、味の素（株）九州事業所で原発停止対応によりCO2排出係数

の高い重油を燃料とする自家発電機を稼動させたことなどです。

　今後、目標を達成するために、環境負荷の低いエネルギーの安定

確保をさらに推進していくとともに、特にCO₂排出量の約70％を占め

る発酵関連部門において、収率改善および生産性改善などのプロセ

ス改善の開発・導入を促進していきます。

250
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100

50

0

排出量（万t／年）

国内生産系事業場
排出量

全排出量

原単位
（製品 1tあたり）

2013目標

49

230

0.85

2020目標

4040

214

2010

4343

223

2011

4343

230

0.90

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0

原単位（ｔ／ｔ）

2005

54

236236

1.31

（年度）

0.66

0.89

非生産系3%

医化関連7%

食品関連 18%

発酵関連

72%

■ CO₂排出量と原単位の推移 ■ 事業別のCO₂排出量比率
（2011年度）

■ 地域別のCO₂排出量比率
（2011年度）

欧州

11%

中国4%

南米10%

北米13%
東南アジア

41%

日本

21%

すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る

2011年度の実績概要
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すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る

　国内味の素グループでは、昨今のエネルギー状況を鑑み、事業活

動を正常に遂行しながら社会に積極的に貢献するべく、電力等のエ

ネルギーを適切に、かつ賢く使用することを基本とする「スマート・エ

ネルギー施策」を、2011年度に引き続き実施しています。国内グルー

プ各社は「国内味の素グループ全体方針」に則り、各社・各事業場

での具体的な施策を通年で展開、特に夏期（7月〜9月）はさらに踏

み込んだ施策を実施しています。

　味の素グループでは、自社の工場内で使用する燃料を、重油に比

べてCO₂排出量の少ない天然ガスにするなどクリーンエネルギー化

を進めてきましたが、2011年度は、エネルギー構成比で石油類の比

率は12％（前年度比1％増）、バイオマス由来エネルギーの比率は4％

（前年度比1％減）、ガス類の比率は49％（前年度比1％減）となりま

した。

　今後は、各工場で低環境負荷エネルギーの安定確保をさらに推

進し、トラブルのない安定生産を確実にし、省資源・省エネルギープ

ロセスの開発・導入を一層進めていきます。また、タイ味の素社 カン

ペンペット工場でのバイオマスボイラーの安定稼動（導入前と比較し

たCO₂削減効果は約10万トン／年）、味の素ノースアメリカ社のノース

カロライナ工場における市の生活ゴミ埋立地から発生するメタンガ

スの回収・燃料としての利用、フランスの工場における、バイオマスコ

ジェネレーションによるESCOプロジェクトの2013年稼働を、継続し

て推進していきます。

■ 味の素グループのエネルギー構成比
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エネルギー構成比（％）

※購入エネルギー（蒸気）・石炭等
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50

21
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購入電力
ガス類

その他※

バイオマス

石油類

（年度）

生産部門やオフィスでの取り組み

クリーンエネルギーへの転換

❶ 本方針の具現化においては、従業員の健康と商品供給責任を果たせる体制の確保を優先する。
❷ 会社、従業員とも通年で、電力のみならずエネルギー全般の使用バランスの最適化、削減に主体的に取り組む。
 〜「電力のみ」から「エネルギー全般」へ、「夏期」から「通年」へ〜　エネルギーを「賢く使い、賢く暮らす」
❸ エネルギー使用量が高まる夏期（7月〜9月）は、会社・従業員とも一層の踏み込んだ取り組みを行う。
❹ 取り組みにあたっては、最大限の使用エネルギー削減を実践する。

国内味の素グループの「スマート・エネルギー施策」全体方針

■ 味の素（株）本社 CO₂排出量の推移

0
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1,800

2009

1,302

2010

1,354

2011

1,030
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フロン類の管理
　11-13年度「味の素グループ・ゼロエミッション計画」では、味の

素グループで冷凍機などの冷媒として保有しているフロン類のうち、

CFCs※1の使用を全廃し、HCFCs※2、HFCs※3を使用した冷凍機な

どは、自然冷媒に切り替えていくことを目標としています。

　現在、国内ではCFCs使用を全廃、CFCs使用設備の残る海外の

一部事業所でも、各地域の法令に従い2013年までに全廃を計画し

ています。味の素冷凍食品（株）の4工場および関係会社を含めた国

内9工場では、2020年までに自然冷媒に切り替えていく計画で、設備

更新時期に合わせてノンフロン設備への転換を進め、現在までに

11設備を導入しました。アンモニアとCO₂のふたつの冷媒を併用した

新技術の導入も業界に先駆けて採用しています。

※1　CFCs：クロロフルオロカーボン類の総称。オゾン層破壊物質として、モントリオール議定書で
1996年に製造禁止（先進国）となった。特定フロンと呼ばれる。
※2　HCFCs：ハイドロクロロフルオロカーボン類の総称。オゾン層破壊物質として、モントリオール
議定書で2020年に製造禁止となる。指定フロンと呼ばれる。
※3　HFCs：ハイドロフルオロカーボン類の総称。オゾン層を破壊せず、代替フロンと呼ばれる。温
暖化係数がCO₂の数千倍と高く、京都議定書での削減対象物質となっている。
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水資源の保全
味の素グループでは、アミノ酸発酵関連製品の製造排水に含まれる高濃度の窒素やBOD成分を削減するための発生源対策を

重点的に行い、その水質に適した高度な処理技術の開発などを進めています。

一方で、発酵関連製品の生産には、製品生産量の約50倍の水を使用します。生産工場は水資源の豊富な地域に立地していますが、	

水使用の「量」も重要なテーマととらえ、節水型プロセスの開発などの取り組みを進めています。

11-13年度「味の素グループ・ゼロエミッション計画」※4

排水汚濁負荷量削減

BOD≦10ppm、

TN≦5ppm

水使用量原単位

70％以上削減
（2005年度比）

排水量原単位

70％以上削減
（2005年度比）※4　詳細はP70

	2011年度の実績

水使用量

112百万トン削減
（2005年度比）

排水量

113百万トン削減
（2005年度比）

水使用量原単位

約65％削減
（2005年度比）

排水量原単位

約69％削減
（2005年度比）

　2011年度は、基準年の2005年度に比べ、水使用量を約50％、水

使用量原単位で65%削減しました。また、排水量も約55％、排水量

原単位で約69％削減し、計画通りに進捗しています。中でも発酵関

連生産部門では、間接冷却水の水使用量が45百万トンとなり、2005

年度比で3分の1以下まで削減することができました。

　味の素（株）川崎工場においては、新規の排水処理設備の試運転

を2012年1月に開始し、2012年度

中に排水汚濁負荷量削減目標値

（BOD≦10ppm、TN≦5ppm）を

達成する見込みです。
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排水量（百万ｔ）
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間接冷却放流
排水処理後放流

その他（公共下水等）
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（年度）

2005年度
総排水量 204百万t

80%

62%20%
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8%

18%

2011年度
総排水量
91百万t

発酵関連
食品関連
その他

■ 水使用量の推移

■ 排水量の推移

■ 事業別排水量比率の推移

■ 排水量と生産量および原単位の推移
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2011年度の実績概要
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廃棄物の削減
味の素グループでは、有限な資源を永続的に利用するために、廃棄物の発生量抑制に取り組むとともに、

発生したものについては徹底的に有効利用し、99％再資源化することを目標としています。

特に「アミノ酸製造」では、副生物の資源化や新技術の導入による生産効率の向上を図っています。

また、「食品製造」においては、ムダになる原料や包材を極小化するため、販売予測の精度向上やきめ細かな調達などを進めています。

11-13年度「味の素グループ・ゼロエミッション計画」※1

資源化率（グループ全体）

99％以上

廃棄物発生量原単位

20％以上削減
（2006年度比）

※1　詳細はP70

	2011年度の実績

資源化率（グループ全体）

99.3％

廃棄物発生量原単位

10.3％削減
（2006年度比）

　11-13年度「味の素グループ・ゼロエミッション計画」では、生産系、

非生産系にかかわらずすべての事業分野より発生する「廃棄物」に

焦点を当て、グループ全体での生産活動において発生する廃棄物を

極力削減していくことを目的に、「グループ全体における廃棄物発生

量原単位の削減」を新たな目標値として設定しました。この目標につ

いては、全世界で廃棄物の詳細データ集計を開始した2006年度を

基準年としました。

　2011年度は、資源化率については味の素グループ全体で99.3％

を達成しました。廃棄物の発生量は20.4万トン、副生物の発生量は

240万トンで、合計260万トンでした。廃棄物は基準年と比較して約

28%増加したのに対し、生産量の増加は2.5％であったため、発生量

原単位は0.79トン／トンとなり、基準年に比べて約10％の削減にとど

まりました。

　分野別でみると、副生物（コプロ）にすることのできる副生物の発

生量の少ない医薬・化成品関連、食品関連では廃棄物原単位が削

減されていますが、これまでコプロの取り組みを中心に進めてきた発

酵関連においては副生物と比較して発生量が少なく、コプロにするこ

とのできない廃棄物の発生量原単位が増加している傾向があります。

　廃棄物発生量原単位削減は今年度から開始した取り組みですが、

それぞれの事業場で状況を把握し、廃棄物発生抑制を意識した事

業計画の立案と遂行、廃棄商品を生まない確実な工程管理など、目

標達成のための取り組みをそれぞれの分野で推進していきます。

■ 廃棄物・副生物の発生量、資源化率、  
  廃棄物※2原単位の推移　※2 副生物を除く

■ 廃棄物・副生物合計発生量
  原単位推移

■ 副生物を除く廃棄物の発生量 
  原単位推移
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2011年度の実績概要
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物流における取り組み
味の素グループでは、原料の調達から商品をお届けする物流場面でも、環境負荷低減に取り組んでいます。

特に、輸送にかかわるCO₂の排出削減に対しては、配送の効率化、モーダルシフト、エコドライブなどによる取り組みを進めています。

	2011年度の実績

輸配送に伴うCO₂排出量原単位

0.7％増加
（2010年度比）

モーダルシフト※3率

31.38％

荷主として：味の素（株）の実績

※3　モーダルシフト：環境負荷の低い輸送手段を選択すること。味の素（株）では、CO₂排出
量がトラック輸送の8分の1という鉄道コンテナ輸送を1995年度から本格的に導入しています。

　味の素グループでは、味の素（株）、味の素冷凍食品（株）、味の素製

薬（株）、カルピス（株）の4社が「特定荷主」であり、2006年4月に施行さ

れた改正省エネ法により、輸配送に伴うCO₂排出量を基準年から5年間

で原単位5%以上削減し、行政に報告することが義務づけられています。

　味の素（株）では、5年目となる2010年度時点で5.9%の削減ができ、

「特定荷主」義務を大きく上回ることができました。これは、1995年から

取り組んできたモーダルシフトに加え、配送拠点の集約、グループ企業

や他の食品メーカーとの共同配送などを進めたことによるものです。

　しかし、2011年度は、0.7％増加しました。これは3月11日の震災により、

　味の素物流グループでは、改正省エネ法の報告義務に対応する

ため、荷主企業に対してエネルギー使用量データを提供しています。

2010年からはデータの算出方法をより正確な「燃費法」へ移行し、

自社拠点からの直送についても対応を拡大しました。環境マネジメ

ントの定着を図るためのISO・環境法令等に関する社内講習会も実

施しています。

　味の素物流グループの連結子会社であるエース物流各社では、

「ドライブレコーダー」を全車両に搭載しており、走行中の事故防止

はもちろん、アイドリングストップなどの記録も可能で、急発進・急加

速・急停車などの抑止にも効果が現れています。

　関東地域の低温事業の物流を担う中央エース物流（株）では、環境にやさしいエコドラ

イブを全従業員に浸透させるため、継続した取り組みを進めています。同乗指導による定

着はもちろん、1日1台当たりの燃費改善目標を数値化して掲示するなど、従業員の意識向

上に努めています。この継続的な取り組みが評価され、環境省の主催する「エコドライブコ

ンテスト」では2011年度も入賞を果たしました。

環境にやさしい運転の定着を目指して

45

50

55
原単位

2009 2010 2011

50.550.150.6

（年度）

原単位＝エネルギーの使用量／販売重量

■ CO₂排出量原単位の推移

荷主としての取り組み

味の素物流グループの取り組み

味の素物流（株）

東北地区の物流部門、川崎地区の製品倉庫にも被害があり、製品供給

のために臨時の物流が発生し、物流効率が落ちたことによるものです。

荷主義務である年

1%削減を達成する

ため、引き続き取り組

みを進めていきます。
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環境マネジメント
味の素グループでは、ISO14001に準拠した環境マネジメントシステム（EMS）を海外を含むグループ各サイトで適用しており、

国や地域に応じた環境法令への対応や、環境トラブルの防止を図るとともに、環境改善の取り組みを進めています。

	2011年度の実績

	ISO14001の認証を、対象サイトの

92％にあたる123の拠点で取得
（2012年3月現在）

環境マネジメント

　味の素グループでは、グループ全体で共通した施策の実施を図る

ため、経営会議を頂点にした環境マネジメント運用体制を定め、環境

計画の策定（3年ごとの中期計画、年度計画）、環境アセスメント、環

境監査、環境データ集約などの環境経営を推進しています。2009年

度に創業100周年を迎えた味の素グループは“いのちのために働く”

　味の素グループは2011年度、事業所の新設により対象サイトが 

合計133となっており、123拠点でISO14001の認証を取得し、未取得

のサイトでも着実にISO14001の導入を進めています。グループ環境

経営を進める上では、環境状況の「見える化」が重要です。各サイ

トのCO₂、廃棄物、排水などの環境データを効率的に収集するため

存在となることを約束しました。2011年4月「味の素グループ環境理

念」と「味の素グループ環境基本方針」を改定し、これまで以上に、

事業と商品を通じた環境貢献を行うこと、社会との対話を重視する

ことを明らかにしました。

のシステム、ASREP※1を開発し、年2回データの収集を行っています。

収集されたデータは、グループ環境実績やゼロエミッション計画の

進捗管理、カーボン・ディスクロージャー・プロジェクトなどの外部開

示の基礎データに活用しています。

■ 味の素グループ環境マネジメント運用体制（2012年9月30日現在）

環境会議

経営会議

食品事業本部
環境管理者 ： 事業本部長
EMS事務局 ： 環境・安全部

各単位組織 各関係会社
環境管理者 環境管理者

バイオ・ファイン事業本部
環境管理者 ： 事業本部長
EMS事務局 ： 環境・安全部

各単位組織 各関係会社
環境管理者 環境管理者

健康ケア事業本部
環境管理者 ： 事業本部長
EMS事務局 ： 環境・安全部

各単位組織 各関係会社
環境管理者 環境管理者

生産部門
環境管理者 ： 生産技術を統括する者
EMS事務局 ： 環境・安全部

各単位組織 各関係会社
環境管理者 環境管理者

その他の単位組織および関係会社 （企画・事業支援部門、その他事業部門等）

環境管理者 ： 環境・安全部長
EMS事務局 ： 環境・安全部

各単位組織 各関係会社
環境管理者 環境管理者

味の素冷凍食品（株）
統括環境管理者 ： 社長
EMS事務局 ： 統括組織

各単位組織 各関係会社
環境管理者 環境管理者

味の素物流（株）
統括環境管理者 ： 社長
EMS事務局 ： 統括組織

各単位組織 各関係会社
環境管理者

※2　2012年10月より対象外

環境管理者

味の素ベーカリー（株）
統括環境管理者 ： 社長
EMS事務局 ： 統括組織

各単位組織 各関係会社
環境管理者 環境管理者

味の素製薬（株）
統括環境管理者 ： 社長
EMS事務局 ： 統括組織

各単位組織 各関係会社
環境管理者 環境管理者

 カルピス（株）※2

統括環境管理者 ： 社長
EMS事務局 ： 統括組織

各単位組織 各関係会社
環境管理者 環境管理者

指定関係会社（担当単位組織）
議　長 ： 環境担当役員
メンバー ： 生産技術統括執行役員
  次の各単位組織の長
  　食品事業本部
  　バイオ・ファイン事業本部
  　健康ケア事業本部
  　総務・リスク管理部長
  　環境・安全部長
  　CSR部長
  　生産戦略部長
  　指定関係会社の取締役社長
  　その他議長が指名する者
事務局 ： 環境・安全部

グループ環境マネジメント

グループ環境経営の取り組み

※1　ASREP：The	Ajinomoto	System	for	Reporting	of	Environmental	Performance
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すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る

　味の素グループでは、新商品の発売や新事業の開始、原料や生

産工程の変更などがある場合は、事前にその事業計画の環境影響

を評価し適切な施策を講じることで、将来の環境リスク軽減に努め

ています。各案件の実施責任部門が環境アセスメントを行い、さら

にその内容を環境・安全部がチェックした後、稟議決裁しています。

2010年4月からは、地域の環境事業をより深く考慮したアセスメント

を行うために、一部の海外事業所にはアセスメントの権限を一部委

譲しました。

　さらに、業績評価においても各事業単位の目標管理に「環境項

目」を加え、業績評価の5%に環境目標達成度を組み入れ、味の素

グループの環境に対する位置づけをより明確にしています。

　味の素グループでは、地域との共同防災体制を構築するため、近

隣住民の皆様に開かれた事業所を目指しています。川崎事業所では、

臭気などの異常を感じたらすぐにご連絡いただく「環境モニター」制

度を導入し、2010年5月には、近隣住民の皆様とのコミュニケーショ

ンが評価され、神奈川県環境保全協議会から表彰を受けました。

海外工場でも、タイ味の素社やベトナム味の素社などでは、地域の

方 を々対象に工場見学を実施しています。

　環境に関する法令違反や事故、トラブルなどが発生した場合には、

速やかに対策を講じる仕組みも構築しています。2011年度には、右

表の法令違反がありました｡ いずれも行政へ報告し、再発防止策を

とっています。重大トラブルとしては､味の素冷凍食品（株）九州工場

およびアモイ味の素ライフ如意食品社における冷凍機からのアンモ

ニア漏洩､味の素製薬（株）清水工場における未殺菌排水の河川流

出が発生しました｡これ以外の環境事故・トラブルは、国内外合わせ

典型 7 公害 大気汚染・水質汚濁・騒音・臭気・土壌汚染など

廃棄物の処分 廃棄物適正処分・排出者責任など

地球環境問題 地球温暖化・生物多様性保全・酸性雨など

有害物質管理 PRTR対象物質・アスベスト・新規化学物質など

循環型社会形成 3R・省資源・省エネルギー・廃棄物発生抑制など

建築物の影響 日照権・電波障害など

不動産売買 土壌汚染・説明責任・瑕疵担保など

新規科学技術 科学物質汚染・微生物汚染など

社会的責任 行動指針・情報開示・地域コミュニケーションなど

商品開発 エコデザイン・原料調達・物流・ライフサイクルアセスメン
トなど

■ 環境アセスメント項目

■ 重大トラブルの状況
（2011年度）

■ 世界各地でISO14001をベースに着実に活動を推進 ■ 苦情などの状況
（2011年度）

国内 国外

大気 0 0

水質 1 4

廃棄物 2 0

騒音・騒動 0 0

臭気 0 1

その他 0 0

合計 3件 5件

国内 国外

大気 0 0

水質 0 1

廃棄物 0 0

騒音・騒動 21 3

臭気 1 3

その他 3 2

合計 25 件 9 件

環境アセスメントの実施

工場の防災体制と環境事故対応

2011年度に発生した法令違反

● 味の素（株）における産業廃棄物処理のマニフェスト交付状
況報告漏れ

● FFAインターナショナル（株）におけるマニフェスト伝票紛失
● 味の素（株）川崎事業所と（株）コメック大阪工場における事

前協議の有効期間を超えての産業廃棄物の県外持ち込み
● 味の素ベーカリー（株）における産業廃棄物県外持ち込みに

必要な行政当局との事前協議漏れ
● アメリカ味の素冷凍食品社における雨水排水モニタリング未

実施

※3　ヒヤリハット（ニアミス）：重大な災害や事故には至らないものの、直結してもおかしくない一歩
手前の事例の発見のこと。例えば、工程液の保管設備から漏洩があっても、二次容器や事業所の緊
急遮断設備などで食い止め、場外に流出しなかった場合など。

タイ	FDグリーン社の掲示板 脱臭設備見学会

て5件ありましたが、いずれも環境に重大な影響を与えるものではあ

りませんでした。ヒヤリハット（ニアミス）※3も含めて原因究明を行い、

再発防止に努めています。
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　味の素グループでは、従来からそれぞれの専門性や役職に応じ

た環境知識の習得を行っています。“持続可能な社会を構築する”

という人類の課題に対して従業員一人ひとりが意識を持ち、事業

を通じて取り組むために、2011年度より味の素グループの各層に必

要な環境教育プログラムの再構築を開始しました。その一環として、

2012年度より総務・リスク管理部門が主催するマネジメント層を対象

としたコンプライアンス教育に、環境リスク管理の向上を目的とした

教育を新たに追加しました。味の素（株）人事部の教育プログラムと

連携し、階層別教育の中で環境についての教育も実施しています。

　また、味の素グループ全従業員に対し、環境方針、計画・目標、当

　事業を推進する中で環境に対して適切な運営を行うためには、各

業務に応じたより専門的で実践的な知識の習得や技術の向上が重

要です。各組織で任命されている環境管理者・担当者に対する教

育や、新事業や商品を企画する事業部門・研究部門の担当者対象

の環境アセスメント教育、内部環境監査員養成講座など、各業務の

遂行に必要な実務知識を取得する教育を継続的に実施しています。

　また近年、社会の環境への関心が従来の公害対応から地球環境

保全へと広がり、その早急な解決に向け、新たな環境法や関連条

社グループの取り組みへの理解徹底を図るため、環境教育ビデオを

毎年制作し、配布しています。2012年度版ではリオ＋20の開催年に

あたることを踏まえ「地球持続性」をテーマに取り上げました。また、

2007年度より「環境意識啓発キャンペーン」と題して毎年啓発活動

を推進し、味の素

グループ各社で

様 な々企画を自主

的に立案し、実施

しています。

例の制定、従前の環境法の改正強化が頻繁に行われています。味

の素グループにおいても、こうした情報をタイムリーに把握し、確実

な法令対応を行うことが不可欠です。この課題の対策の一つとして、

2011年度は新たに環境法令の実務知識を習得するための専門教育

「環境法令基礎研修」を開始しました。この他にも、化学物質管理

に関する法令について、実務者を対象とした勉強会を定期的に実施

するなど、法令遵守に必要な力量の確保に向けた教育の強化を図っ

ています。

環境教育・意識啓発活動
環境への取り組みを進めるためには、従業員の一人ひとりが環境への意識を持つことが基本です。

味の素グループでは、世界各地で働く従業員がそれぞれの現場で具体的な行動に結び付けられるよう、

あらゆる機会をとらえて体系的な教育・啓発を行っています。

　2012年3月に実施した第1回目の法令実務研

修では、味の素グループの事業において特に関

連の深い、廃棄物管理をテーマとして取り上げ

ました。日本国内のグループ各社より実務担当

者が参加し、廃棄物管理に関する法改正情報

や法定義務などについての講義と演習に熱心

に取り組みました。今後も、環境法令をテーマ

ごとに取り上げ、継続的に教育を実施します。

■	環境法令基礎研修

一般教育・啓発活動

専門教育・訓練

すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る

環境教育方針・目標・計画

環境教育ビデオ
環境意識啓発キャンペーン

味の素グループ共通 味の素（株）

新入社員研修
中途採用者研修

入社時

新任管理職研修
コンプライアンス研修

管理層

海外赴任者研修海外赴任
予定者

一般教育 専門教育

新任環境管理者・担当者研修
内部環境監査員養成講座

EMS
推進者

環境アセスメント勉強会
化学物質管理勉強会
環境法令実務研修

各業務
担当者

環境保全専門知識・資格取得
技能向上訓練　など

事業所・
工場

■ 環境教育の体系とプログラム例

	 P105　「Smile	Earth!	あしたの地球市民活動」参照


