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社会との協働で、
課題解決と価値創造を実現する
世界各地の自然の恵みや、様 な々資源を使って製品・サービスを提供している味の素グループにとって、地球環境に
与える負荷を低減することはもちろん、事業を行うほど地球や社会の未来に貢献できるような活動を目指すことが重要です。
しかし、地球環境を取り巻く課題は多様かつ複雑であり、味の素グループだけで解決できることには限りがあります。
多様なステークホルダーとともに考え行動することで、バリューチェーン全体を通じた課題解決を目指していきます。

特集3

ステークホルダーとともに、「地球に正しい企業」として行動する
　世界人口が増加の一途をたどる現在、資源や生態系サービスの

利用もそれに伴って増え続けています。人間による消費需要はすで

に地球の生産能力を超えていることが明らかになっており、このま

までは地球環境は毀損され続け、それが原因で人間の社会・経済

活動にもマイナスの影響が及ぶ可能性は高いと考えられます。

　地球環境を経済活動を通じて利潤を生み出すために必要な元手

である「自然資本」ととらえると、企業にとっては自らの事業活動や

経営にかかわる課題として理解しやすくなります。資本を減少させ

るような行動は改めるべきですし、事業の成長に伴って資本を増加

させるような行動をとるべきだと考えられるようになります。それは

「地球環境にとって“正しい”企業活動を行う」ことだと言い表すこ

ともできます。

　「地球に正しい企業活動」の実践は、簡単ではありません。企業

一社が影響を及ぼすことのできる範囲は限られているため、大元の

自然資本にアプローチするためには、サプライチェーン関係者や、

志を同じくする他の企業・業界、地域、行政、NGO・NPO、研究機

関や専門家など、様々なステークホルダーとの連携・協働が不可欠

となります。

　味の素グループが今後自然資本を維持し、増加させるように活動

していくためには、様々なステークホルダーに私たちの考え方を理

解していただき、ともに行動しようと思っていただける関係性を築い

ていかなければならないと考えています。

　2020年までにグローバル食品企業のトップ10入りを実現すると

いう目標は、利益のみを追求していて達成できるものではありませ

ん。私たちの成長はもちろん、サプライチェーン全体の成長、そして

地球の持続性をもすべて叶えるために、ステークホルダーとともに

挑戦し続けていくこと。それこそが、味の素グループが目指す価値

創造の在り方なのです。
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調 達

　地球の持続性を保ちながら企業が持続的に成長していくためには、

サプライチェーンの最源流まで遡って把握し、働きかけなければなりま

せん。自然資本は開発途上国に多く存在しているため、その地域が抱

える社会・環境課題を理解した上で、社会の仕組みを変えるような取

り組みが必要になることもあります。

　そのような大きな動きを生み出すための一歩として、味の素（株）は

2013年に「サプライヤーCSRガイドライン」を策定しました。これは2006

年に制定した「味の素グループ購買基本方針」におけるお取引先へ

のCSR観点での期待事項をより詳細に明文化した指針です。ガイド

ラインを通じてお取引先とCSRに関する価値観や目標を共有し、味の

素（株）購買部門が課題解決に向けたお願いや改善活動の支援を行

うことで、「ともに学び、ともに強くなる」ことを目指します。

　このガイドラインの中には、自然資本を減少させない事業活動を実

現するために、原材料調達の際に必要に応じてサプライチェーンの

上流に遡りサプライチェーン上の関係者と連携・協働に取り組むことや、

事業活動の在り方そのものを環境貢献型にしていくことの重要性を提

示しています。

　また、お取引先がCSR関連項目について自己診断チェックを行うた

持続可能な調達を目指した協働・連携

お取引先と価値観や目標を
共有して取り組む

持続可能な調達に向けて
社外の知見も活用

　「食」と「アミノ酸」を事業の柱とする味の素グループは、多様な食資

源に支えられて存続しています。しかし食資源は、今後の世界人口の

増加によって需要が増えると見込まれています。今後も持続可能な調

達を実現し、資源を減少させず、可能であれば増やすことができるよう

に、味の素グループは効果的な取り組み方法を探っています。

　カツオ資源の保全と持続可能な利用を目指し、2009年度より国立研

究開発法人 水産総合研究センター 国際水産資源研究所との共同

事業「太平洋沿岸カツオ標識放流共同調査」を継続。資源の持続利

用に向けた基礎調査研究として重要な役割を果たしています。

　また、味の素冷凍食品（株）の重要原料であるエビの調達について

は、調達開発マニュアルに生態系配慮項目を導入しました。

　さらに、一企業だけで解決が難しい課題の解決に取り組むために、

各種の会議体やコンソーシアムに参加して、知見の共有や協働を

進めています。持続可能なパーム油の普及を目指して味の素（株）と

J-オイルミルズ（株）がRSPO※1に加盟。また、味の素（株）は「持続可能

な紙利用のためのコンソーシアム（CSPU※2）」に参画して活動してい

ます。こうした取り組みを通じて、産業界全体で調達の在り方を変える

ための具体的な行動につなげていきます。
※1	 RSPO（Roundtable	on	Sustainable	Palm	Oil）：持続可能なパーム油のための円卓会議
※2	CSPU（Consortium	 for	Sustainable	Paper	Use）：WWFジャパンと紙の利用について先進

的な取り組みを行う日本企業が共同で設立したコンソーシアム

サプライヤー CSR ガイドライン
－ ともに学び、ともに強くなる －

▶ お取引先への CSR 観点の期待事項を明文化
▶ AGP、国連グローバル・コンパクト、ISO 26000 に則って、

人権・労働安全・環境・コンプライアンス等の大項目で構成
▶ 本ガイドラインに沿って、お取引先の自主的な CSR の取組み

を推奨するとともに、サプライチェーン上流に取組みを促して
いただき、サプライチェーン全体のCSRを推進

お取引先への説明会の様子 「太平洋沿岸カツオ標識放流共同調査」の参加メンバー 重要原料であるエビ

	味の素（株）「サプライヤーCSRガイドライン」
http://www.ajinomoto.com/jp/aboutus/vision/purchase/pdf/supplier_　
　csr_guidelines.pdf

		リンク
	P52　公正な事業慣行：CSR調達の推進
P91　環境：国際的なカツオ資源管理の基礎を築くための
	　　　「太平洋沿岸カツオ標識放流共同調査」

			参照

めのツール（Self Assessment Questionnaire： SAQ）も策定し、説明

会を開催して、お取引先に自己診断の実施を要請しました。加えて、意

図的な異物混入による食品汚染を防止する「フードディフェンス」に関

しても同様に、お取引先説明会を開催し、お取引先での自己診断の実

施およびフードディフェンス監査への協力を要請しました。これらを通し

てサプライチェーン全体のフードディフェンスの強化に努めていきます。



開発・生産活動

　うま味調味料「味の素®」をはじめ、味の素グループの製品に使

われるアミノ酸は、アジア、欧州、米州など9カ国に広がる18のアミノ

酸発酵生産工場で、それぞれの地域で入手しやすいサトウキビや

キャッサバ、トウモロコシ、テンサイ、小麦などを原料として発酵法によ

り製造しています。

　アミノ酸を製造する過程で、発酵液からアミノ酸を取り出した後に

残る栄養豊富な副生物（コプロ）を地域の農作物の肥料や家畜・水

産物の飼料として活用しています。

　私たちは、地域に根ざしたこのような資源循環型アミノ酸発酵生産

方式を「バイオサイクル」と呼び、30年以上世界各地で実践してきました。

　「バイオサイクル」は、地域の農作物を原料にアミノ酸発酵生産を行

い、その生産の過程で発生する副生物を有機質肥料として資源化

し、発酵原料に使う農作物を育てる一連の資源循環を意味してお

アミノ酸発酵生産における資源循環と地域との連携

地域とともにアミノ酸をつくり続ける
「バイオサイクル」の仕組み

り、アミノ酸生産においてバイオ資源をムダなく活かし切るところに価

値があります。現在コプロの再利用率はほぼ100％、主に肥料として

工場周辺の農家に提供しており、サトウキビやトウモロコシなど再び

発酵生産の原料となる農作物の栽培に用いられるだけでなく、コー

ヒー、オレンジ、パイナップル、ゴムの木など各地域の農作物を育む肥

料としても活用されています。

　味の素グループは、資源の有効利用の観点から副生物の再利用

を進めてきましたが、その副生物が栄養豊富な有機質肥料である

ことから、農作物の生産性の向上にも貢献しています。

　また一方、副生物であるコプロを肥料として育てられたサトウキビ

は、製糖会社などの農産資源加工産業が粗糖などに加工し、味の素

グループに納入され、アミノ酸発酵の原料として活用されています。

　味の素グループが地域農業を通じて取り組んでいるこの資源循環

は、地域農業に豊かな実りをもたらし、農家、農産資源加工産業、アミノ

酸製造業である味の素グループがWIN-WIN-WINの関係で、一つ

の持続可能なバイオサイクルモデルを実現しています。

アミノ酸発酵生産の重要農作物原料であるサトウキビ、トウモロコシ、キャッサバ重要原料であるエビ コプロをイネの栽培に活用

この図は味の素グループが1年間に世界各地で生産するうま味調味料｢味の素R｣を50万トンとして、その原料がすべてサトウキビと仮定して表したモデルです。
サトウキビ栽培ならびに製糖産業にかかわる数値は世界の標準的な数値を用い、うま味調味料｢味の素R｣生産に関する数値は味の素グループの実績に基づいています。

サトウキビ畑50万haに必要な化学肥料（窒素分）の70％をカバー

糖蜜（サトウキビの搾り汁）

製糖工場

150万t

光合成によって
大気中のCO2を吸収

化学肥料

2,800万t

粗糖

420万t

サトウキビ

3,800万t

副生物
160万t

有機質肥料
160万t

太陽

R

製品

うま味調味料
「味の素®」

50万t

副生物の資源化

バイオサイクル
地域とともに、いつまでもつくり続けられる仕組み

50万ha

サトウキビ畑

副生物の資源化

収 穫

うま味調味料
「味の素  」

窒素分

化学肥料製造に伴う排出CO2の削減に貢献
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　アミノ酸の発酵生産に用いる農作物は、人口増加が進む中で貴重

な食資源として、またバイオ燃料や工業用素材としても需要が高まっ

ています。地球と社会の持続性を考えたとき、アミノ酸発酵原料をムダ

なく活かし切ることはもちろん、食資源と競合しない原料で製造する

技術の開発も視野に入れる必要があります。このような環境負荷のよ

り少ない生産方法を、味の素グループでは“低資源利用発酵技術”と

呼び、精力的に開発に取り組んでいます。

　低資源利用発酵技術には、①発酵の生産効率を最大化すること

で主要原料を削減する技術、②副原料（酸、アルカリ）や排水量を

削減する技術、③地域の未利用資源だったもみ殻やウッドチップな

どを活用したバイオマスボイラーの導入、④発酵原料の一部自製化

とその副生バイオマスから得られるバガス燃料の利用技術、などが

あります。

　また、アミノ酸製造に用いる作物が食用と競合するのを避けるため

に、非可食性バイオマス由来のセルロースや、微細藻類によりつくら

れた油脂類などを発酵主原料として用いることで、食資源の利用を

抑えた次世代型生産技術の研究開発も進めています。

　飼料用アミノ酸の製造を行う味の素アニマル・ニュートリション・

グループでは、フランスで生産・販売している飼料用アミノ酸トリプト

より環境負荷の少ない製造法
「低資源利用発酵」の開発

低資源利用発酵の世代
第一世代技術：「サトウキビ」や「トウモロコシ」を原料とした発酵

第二世代技術：「非可食バイオマス」を原料とした発酵

第三世代技術： 「藻類由来の油」を原料とした発酵

現在

2012

2022
〜

2020

2030
〜

油の抽出 アミノ酸発酵

アミノ酸発酵

糖

糖

油
脂肪酸

セル
ロース

前処理

アミノ酸発酵

サトウキビ

藻類 培養

バガス（サトウキビの搾りかす）

パームの果実の外殻

トウモロコシの茎葉

タピオカチップ

トウモロコシ

ファンの生産能力を増強するために、低資源利用発酵技術をさらに

発展させた新しい生産技術を確立しました。これにより、原料や燃料

の使用量を削減するだけでなく、一部の生産プロセスが不要となり効

率化が図れます。2014年12月に着工し、2016年からの運用を目指す

この改善により、製造コストと環境負荷を下げながら増産が可能とな

る見込みです。

「九州の農業を元気に！」の思いを込めた九州事業所のコプロ活用
TOPICS

　味の素（株）九州事業所では、発酵副生バイオマスを堆肥に混
ぜて有効利用する取り組みを、佐賀市を中心とした行政、地元量販
店を中心とした民間、JAさがなどとそれぞれに連携して進めています。
　発酵副生バイオマスは水分を含んだ粘土状の固まりですが、堆
肥に混ぜて発酵熱で乾燥させる方法の導入により、年間600キロ
リットルあった重油使用量をゼロに、CO₂排出量を年間2,000トン
削減することができました。
　この発酵副生バイオマスを混ぜた堆肥を活用し、地元量販店と
堆肥業者、地元量販店の契約農家と連携したバリューチェーンを
構築。生産者、流通、消費者それぞれの「価値の最大化」を実現
したブランド「九州力作野菜R」「九州力作果物R」として、地元
量販店で販売しています。

「九州力作野菜 ®」「九州力作果物 ®」プロジェクト共同体

平成26年度

地球温暖化防止活動
環境大臣表彰
対策活動実践・普及部門

『低炭素の活動を通して九州の農業を元気に！
「九州力作野菜®」「九州力作果物®」プロジェクト』

この活動で
 受賞！

この肥料を使い、
甘さ、甘味・うま味成分が
アップした野菜を生産

堆肥の発酵熱を
利用して、重油・
CO₂排出量を削減

付加価値の高い
堆肥を製造

年間4,000トンも
発生

「力作」の輪
九州の農業を元気にする

りきさく 発酵副生バイオマス

堆肥業者：堆肥化
農家

消費者

小売
イオン九州（株）

「九州力作野菜®」「九州力作果物®」を
ブランド化し、安定的に提供

アミノ酸等の
発酵生産



開発・生産活動

　味の素グループの事業の中でも、特にアミノ酸発酵生産は大量の

水やエネルギーを必要とします。これらは限りある貴重な自然資本であ

り、減少を食い止めなければなりません。

　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、2005年度より「味の素グループ・ゼロエミッション計画」

を導入しています。水使用量削減・CO₂排出量削減・廃棄物3Rの

三つの分野でグループ・グローバル共通の数値目標を定め、着実に実

行しています。2014-2016年度の中期計画では、新しく「再生可能エ

ネルギー利用比率の向上」を追加し、グループ全体で15％以上という

目標を掲げました。海外事業所では各地域でバイオマス由来エネル

ギーの活用を進めていきます。

　2014年度のグループ全体での再生可能エネルギー利用比率は15％

となり、中期目標を達成しました。これは、タイ味の素社カンペンペット

工場でバイオマスボイラーの安定稼働を継続するとともに、原料自製

化によるバイオガス活用を推進したことと、ベトナム味の素社ビエンホア

工場で2014年1月よりESCO方式のバイオマスボイラーを導入したこと

が大きく貢献しています。

　また、ブラジル味の素社のラランジャル・パウリスタ工場で、2015年6月

より設備の能力倍増を実現しました。同工場では2012年より、発酵生

産原料を自製化したことで生まれるサトウキビの搾りかす（バガス）をバ

イオマスボイラーの燃料とし、燃やした後の灰をコプロとして利用する

という新しいバイオサイクルを構築しています。

「ゼロエミッション計画」による環境負荷の極小化

再生可能エネルギーを積極的に導入

「水リスク」の低減に向けて
徹底した管理による節水を実行

　現在、世界的に「水リスク」への関心が高まっており、味の素グルー

プでもより一層の取り組みが必要であると強く考えています。

　味の素グループでは従来より、工場の立地基準として「水が豊富で

水質がよいこと」を含めてきました。その上で、発酵生産に必須の水を

極力減らすよう、節水型のプロセスを採用するなどの努力を重ねてき

ました。各工場が立地する国・地域の水使用や排水に関する法規制

や、「味の素グループ・ゼロエミッション計画」に基づき、最適な設備を

導入し、効率的な運用を行っています。

　また、工場全体での水利用を最適化するために用水と排水の解

析を行うとともに、徹底した水質管理による高度な循環再利用を行い、

節水につなげています。2014年度は、飼料用アミノ酸工場のタイ味の

素社パトンタニ工場で循環利用の解析を進め、約15％（約700m3/日）

の水を削減しました。

　こうした取り組みを、今後世界のアミノ酸製造工場で展開し、味の素

グループ全体で節水を推進していきます。

　さらに2016年1月には、タイ味の素社のアユタヤ工場で、もみ殻を燃

料とするバイオマスコジェネレーションシステム※が稼働する予定です。
※　コジェネレーションシステム：熱源より、電力と熱（蒸気）を生産し供給するシステムの総称

（上）タイ味の素社	カンペンペット工場　（下）ベトナム味の素社	ビエンホア工場

	P85　環境：「味の素グループ・ゼロエミッション計画」と2014年度実績／
	水資源の保全／廃棄物の3R／温室効果ガスの排出削減				参照
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　日本国内では現在、高齢化および29歳以下の若年層の担い手

の減少によりトラックのドライバーが恒常的に不足しており、物流が大

きな危機に直面しつつあります。特に、長距離トラックや地方でドライ

バーの不足感が強まっており、サプライチェーン全体に深刻な影響

が出始めています。　

　味の素グループでは、東日本大震災によって神奈川県川崎市の川

崎物流センターが被災、全国の配送拠点への補充機能が停止して

一時的に商品の安定供給が滞る事態となったことから、BCP※1の観

点で2014年6月に東西2補充拠点※2による物流体制に移行しました。

　味の素（株）の物流部門では「モノが運べなくなるかもしれない」

いうドライバー不足への対策と、東西2補充拠点化による輸送効率

の低下を解決するために物流を抜本的に見直し、輸送力強化と環

境配慮型物流を同時に実現する「味の素（株）スーパーグリーンロ

ジスティクス構想」を推進しています。その結果、500km以上の長距

離輸送における初めての本格的な船舶輸送導入と、輸送効率のよ

安全かつ効率的な輸送の実現

日本が直面する物流の危機を乗り越える

※1	 BCP：Business	Continuity	Plan（事業継続計画）
※2	東西2補充拠点：工場で製造された製品を配送拠点へ補充する拠点。埼玉県久喜市の久喜物

流センター、兵庫県西宮市の西日本物流センター
※3	モーダルシフト：トラック・自動車や航空機による輸送を鉄道や船舶による輸送で代替すること

い大型の31フィートコンテナを活用した鉄道輸送を強化しました。

この取り組みにより、2015年度末までに味の素（株）の長距離輸送

のモーダルシフト率※3（食品カテゴリー）は導入前の約2倍となる87％、

CO₂排出量は現行の約半分の約2,400トン抑制を目指しています（い

ずれも2012年比、従来型トンキロ法換算）。

　味の素グループはこれからも、物流の課題を広い視点でとらえ、多

面的な改善活動を続け、効率的で安定した物流を実現していきます。

物 流

メーカーの立場で、物流の作業効率・品質向上に貢献する
TOPICS

　物流の効率化を実現するためには、倉庫などでの管理のしやすさも重
要なポイントです。誤配送が発生すると製品廃棄や自主回収、健康被
害等のリスクにもつながります。また、外装（段ボール）の大きさや形状に
よっては、パレットに効率的に積み付けられないといった課題が残ります。
　そこで、メーカー自身ができる取り組みとして、味の素（株）では二つの
改善を実施しました。

①外装の「表示」の改善
　従来の外装は、管理に必要な情報の表示がわかりづらく、現場で荷
物の取り違えなどが起こる可能性がありました。
　そこで、識別性・視認性を高めるために、商品を特定する情報を側面右
上に集中表記するなどをルール化し、「外装デザインガイドライン」を策定
しました。2015年までに約200アイテムに導入し、今後も順次切り替える
予定です。また、味の素ゼネラルフーヅ（株）、（株）Ｊ-オイルミルズ、ヤマキ（株）
等のグループ各社にもルールを横展開し、表示を開始しています。

②外装の「設計」の改善
　包装設計において「パレットの積載効率80％以上」を目標として定
めました。それに基づいて段ボール外箱を設計し、そこから製品の入数
や個包装を設計するという「パレット積載効率から考えた設計思想」を
導入しました。これにより、包装の設計・改善の際に物流視点が盛り込
まれるようになりました。

物流の現場で必要な情報を、
側面右上にまとめることでわかり
やすくなった

◀改訂前

▼改訂後

平成26年度
エコシップモーダルシフト事業 
優良事業者
国土交通省海事局長表彰

（公社）日本ロジスティクスシステム協会
全日本物流改善事例大会2015

「物流合理化賞」（最高賞）

この
取り組みで
 受賞！

この
取り組みで
 受賞！

効率化や改善のための活動の実効性を高

めるために、方針を周知・浸透させることが

重要です。そこで製品開発者を対象に社内

勉強会を定期的に開催し、物流の抱える課

題や外装の改善の重要性を広めてきました。

今後、このような取り組みが味の素グループ

内外の食品業界や物流業界の課題解決に

つながるように、目指していきます。

味の素（株） 物流企画部 専任部長

伊従 護

	 P101　環境：環境にやさしい容器包装の開発			参照
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製品・サービス

　製品の環境価値を高めていくためには、関係者が協働し、バ

リューチェーン全体で環境負荷を極小化することが必要です。その

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」を通した環境影響（ライフサイクル環境影響）を把握し「視える

化」することが重要となります。

　「視える化」実現のため、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）の研究に取り組んできました。LCAの手法が

確立できると、ライフサイクル環境影響や環境貢献の度合いを具体

的な数値で算定することが可能になります。

　LCAで最も普及しているのは、CO₂による評価です。ライフサイクル

の各過程で発生するすべての温室効果ガスをCO₂の量に換算し、そ

の総量を算定することで、製品の地球温暖化への影響を見積もること

ができます。味の素グループはこれまでにも、「ほんだしR」などの製品

におけるライフサイクル全体でのCO₂総排出量の算出や、飼料用リジ

ンなどのアミノ酸系製品でカーボンフットプリントの認証を取得しました。

　2014年度はこれに加えて、ウォーターフットプリント（WFP）による評

価にも取り組みました。水は国境を越えて循環する資源で、世界の

共有財産ですが、世界では9億人が安全な水にアクセスできないとも

いわれています。水を基準に環境影響を評価することは、社会・経済

ライフサイクル全体での環境負荷削減

製品ライフサイクル全体で
環境影響を「視える化」する

環境負荷の少ない容器包装の開発

　容器包装は、商品がお客様のお手元に届いてから使い切るまで、

中身の品質を保持する大切な役割を担っています。しかし中身を使っ

たあとは不要となり廃棄されるものでもあります。社会全体で廃棄物を

削減するためには、容器包装の環境配慮推進が不可欠です。

　味の素グループは、包材使用量削減、CO₂削減に取り組むだけで

なく、食料問題、資源枯渇問題やエネルギー問題などに対しても容器

包装の技術革新により果たすべき役割があると考えています。一例と

して、石油由来原料の代わりとなるバイオマスプラスチックの導入や非

可食素材の活用のほか、賞味期限延長や付着防止技術、製造に大

量のエネルギーを必要とするアルミ箔を使用しない脱アルミ箔包材の

導入、物流配送の効率化まで考えた包装設計等、幅広い分野で開発

を進めていきます。

的にも意味ある取り組みです。

　WFPでは、製品がライフサイクルにわたって水環境に及ぼす影響

を、使用した水の水源ごとに、その地域の水量の過不足に応じた重

みづけをした上で評価します。これにより製品を1kg製造するときの

環境への負荷の大きさを水量で比較することが可能になります。

　今後も、製品の環境貢献の度合いを測る基準とすべく、様々な製

品でLCAを行っていく予定です。

多面的に取り組む「ほんだし®」の容器包装の開発TOPICS

内容量そのまま、3袋から2袋に 紙箱、外装サイズ縮小で、輸送効率アップ

食品業界初！バイオマス素材90%以上※4 のキャップに

サトウキビの廃糖蜜※5を原料とするバイオマス
素材に切り替えました。

1袋あたりの充填量を増やし、3袋から2袋に変更し、
包材重量を年間136トン、CO₂排出量で約850トン削
減。従来の薄肉化や縮小では得られない大きな削減
効果となりました。

　「ほんだしR」小袋8g20袋入箱は、パレット積載効率
を考えて、外装、紙箱サイズともに縮小しました。

※4	触媒等の製造助剤以外の原料としては、バイオマス	
	ポリエチレン100%使用

※5	サトウキビの糖液から砂糖を取った後に残った糖蜜

「ほんだし®」の容器包装では、紙箱
などの軽薄短小、輸送効率改善を
考えた包装設計、キャップの石油由
来原料から植物由来（バイオマス）
原料への切り替えなど、新しい技術
を導入することで、お客様にエコな
製品をお届けしています。

第11回エコプロダクツ大賞	
エコプロダクツ部門	環境大臣賞受賞

この活動で
 受賞！

10箱×4段
40箱

12箱×4段
48箱

改訂後改訂前

「ほんだしR」120g箱 「ほんだしR」450g箱

「ほんだしR」60g瓶
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41 味の素グループ サステナビリティレポート 2015

　人と地球の未来を考えたとき、私たち企業の活動を生活者の皆

様にお伝えし、理解を深めていただくことが大切です。それと同時に、

皆様が自ら行動を起こせるよう、社会の課題やエコライフの実践に

ついて私たちから提案をすることも重要であると考えています。その

ための多様なコミュニケーションの機会を設けています。

　家庭の食卓から始められる環境活動として、「エコ」で「うまい（美

味い・上手い）」アイデアやレシピを提案する「エコうまレシピ®」を

Webサイトやイベント等を通じてご紹介しています。また、子どもた

ちに「食エコ」活動に取り組んでもらえるよう、（一財）グリーンクロス

ジャパンが実施する「『みどりの小道』環境日記」に味の素「食エコ

KIDs」賞を設け、2010年より表彰しています。

　2015年8月には、過去に環境日記で「食エコ」に取り組んだ中高

生、6名5家族を味の素（株）川崎工場に招待して、第1回「食エコ

KIDsサミット」を開催しました。工場見学やワークショップを行い、参

加者自身の経験をベースにしながら、食エコ活動の輪を広げるアイ

デアなどを語り合いました。参加者から出された積極的な意見は、味

の素グループの今後の環境コミュニケーションに活用していきます。

ステークホルダーとともに社会・環境課題に貢献

生活者のエコライフ実践を支えるために

コミュニケーション

（一財）グリーンクロスジャパンの「みどりの小道」環境日記の応募作品の中から、「食」に関する
楽しく、優れた活動を味の素「食エコKIDs」賞として表彰

「第6回 味の素グループ サステナビリティフォーラム」
〜生命・食・アミノ酸・日常生活で我々にできること〜

TOPICS

2015年9月7日
於：味の素グループ高輪研修センター

　2015年9月、「第6回	味の素グループ	サステナビリティフォー
ラム」を開催しました。
　英国食品基準庁初代長官・オックスフォード大学ジーザスカ
レッジ前学長のジョン・クレブス卿、京都造形芸術大学教授の
竹村真一氏、消費者庁前長官・（一社）消費者市民社会をつくる
会理事長の阿南久氏にご参加いただき、大きく変化する地球環
境や世界を踏まえ、持続可能な食のために、日常生活でできるこ
とは何かをテーマに、生活者の皆様とともに考える場となりました。
　約200名の参加者にとって、日頃よいと考えていた食生活が食
の持続性に与える影響など、新しい気づきを得る貴重な機会とな
りました。クレブス卿の基調講演に対しては、「食の持続性のた
めには、イメージに惑わされない食品への正しい理解が必要」「あ
まり頭でっかちにならず、楽しい食卓をつくりたい。人に健康な食
は地球も健康にする」といった感想が寄せられました。また竹村
教授のお話には「日本食は世界の未来食。しっかり子どもに伝え、

参加者による、これから「食エコ」
にトライする小学生へのメッセージ

工場見学やワークショップに積極的に
取り組む参加者たち

一緒に料理を楽しみたい」、阿南氏のお話には「商品表示をしっかり
読み取り、自分で考え行動できる消費者市民力を身につけたい」など
の反響がありました。
　また、クレブス卿には、2015年9月より、味の素（株）アドバイザー
に就任いただきました。9月9日には、グローバルな社会・環境
変化に伴う今後の「食」の在り方について、味の素グループの役員
との対話を実施しました。今後「食・栄養」の側面でどのように
社会に貢献できるのか、社会との対話の在り方等について議論を
行う貴重な機会となりました。
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