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会 社 概 要

商　号 味の素株式会社

本社所在地 〒104-8315 東京都中央区京橋一丁目15番1号

電話番号 03（5250）8111㈹

ホームページアドレス http://www.ajinomoto.co.jp/

創業年月日 1909年5月20日

設立年月日 1925年12月17日

資本金 79,863百万円（2007年3月31日現在）

従業員数 単体3,531名　連結24,733名（2007年3月31日現在）

決算期 3月31日

□食品事業

調味料

加工食品

デリカ・ベーカリー

冷凍食品

海外食品

提携（油脂、コーヒー、
飲料、チルド乳製品）

□アミノ酸事業

加工用うま味調味料

飼料用アミノ酸

医薬用・食品用アミノ酸

甘味料

栄養食品

医薬中間体

化成品

□医薬事業

医薬品・医療食

□その他
包材

物流

サービス他

事業概要

（主な製品区分）
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売上高 営業利益 

2002 2003 2004 20062005

709

2006年度連結決算の概要

国内食品 
53.3％ 

海外食品 
11.0％ 

アミノ酸 
23.4％ 

その他 
5.1％ 

医薬 
7.2％ 

事業別売上高構成比 地域別売上高構成比 

日本 
70.2％ 

アジア 
11.6％ 

米州 
8.0％ 

欧州 
10.1％ 

http://www.ajinomoto.co.jp
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●法人、事務所 ▲アミノ酸、化成品工場 ▲医薬工場 ▲調味料工場 ▲加工食品工場 ▲その他工場 

生産工場　世界16国・地域　102工場（日本：47工場、海外55工場）（生産工場は包装工場も含む） 

●▲ 

味の素グループは23の国・地域で、食品やアミノ酸、医薬品など、さまざまな事業を
グローバルに展開しています。 （2007年3月31日現在）

□主な国内法人
調味料・加工食品
クノール食品（株）

デリカエース（株）

味の素ベーカリー（株）

（株）ギャバン

ヤマキ（株）

冷凍食品
味の素冷凍食品（株）

油脂
（株）J-オイルミルズ

飲料・チルド乳製品
味の素ゼネラルフーヅ（株）

カルピス（株）

アミノ酸
味の素ヘルシーサプライ（株）

日本プロテイン（株）

味の素ファインテクノ（株）

川研ファインケミカル（株）

ジーノ（株）

医薬
味の素ファルマ（株）

味の素メディカ（株）

その他
味の素物流（株）

味の素パッケージング（株）

味の素エンジニアリング（株）

味の素システムテクノ（株）

（株）味の素コミュニケーションズ

味の素トレーディング（株）

味の素トレジャリー・マネジメント（株）

味の素ビジネスアソシエイツ（株）

沖縄味の素（株）

北海道味の素（株）

□主な海外法人
調味料・加工食品
タイ味の素社

タイ味の素販売社

ワンタイフーヅ社

フィリピン味の素社

マレーシア味の素社

シンガポール味の素社

インドネシア味の素社

アジネックス・インターナショナル社

ベトナム味の素社

インド味の素社

味の素（中国）社

味の素（香港）社

上海味の素調味料社

上海ハウス味の素食品社

上海味の素食品研究開発センター社

アモイ味楽如意食品社

韓国味の素社

アメリカ味の素社
味の素フードイングリーディエンツ社

味の素インテルアメリカーナ社

味の素ビオラティーナ社

日清味の素アリメントス社

ペルー味の素社

欧州味の素食品社

ドイツ味の素食品社

ポーランド味の素社

ウエスト・アフリカン・シーズニング社

アモイ・フード社

上海アモイ・フーズ社

台湾味の素社

冷凍食品
タイ味の素冷凍食品社

タイ味の素ベタグロ冷凍食品社

味の素ベタグロ・スペシャリティフーズ社

連雲港味の素如意食品社

連雲港味の素冷凍食品社

アモイ味の素ライフ如意食品社

アメリカ味の素冷凍食品社

飲料
タイ味の素カルピスビバレッジ社

味の素カルピスビバレッジインドネシア社

アミノ酸
タイ味の素社

河南味の素アミノ酸社

上海味の素アミノ酸社

四川川化味の素社

台素社

アメリカ味の素社
味の素アミノサイエンス社
味の素ハートランド社

味の素インテルアメリカーナ社

味の素ビオラティーナ社

味の素ユーロリジン社

欧州味の素甘味料社

味の素オムニケム社

味の素ビオイタリア社

ロシア味の素社

医薬
味の素ファーマシューティカルズ・ヨーロッパ社

その他
フジエース社

ヨーロッパ味の素社

フォーラム・バイオサイエンス・ホールディングス社

味の素-ジェネチカ・リサーチ・インスティチュート社

アメリカ味の素社
味の素コーポレートサービス社
アモイ・ノース・アメリカ社

川 深　・アモイ・フーズ社 
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味の素グループのステークホルダー

味の素グループとステークホルダーとの
コミュニケーション
味の素グループは、社外・社内のステークホルダーとのコミュニケーションのひとつとして、

さまざまな媒体を通して情報発信をしています。企業活動を報告している主な媒体を下図に示しました。

お客様
安全で高品質な商品の提供、ご指摘・ご要望の速やかな事
業活動への反映、双方向コミュニケーションの活性化を通し
て、世界中のお客様との信頼関係を構築します。

取引先様
購買基本方針をもとに公正・自由な取引と法令遵守を徹底
し、情報の共有化を図るなど、取引先様とともに発展する企
業を目指します。

株主・投資家様
企業価値向上のため、積極的な情報開示を目指し、CSR視
点での外部機関の評価を経営に取り入れ、株主の皆様の期
待に応えていきます。

従業員
安全で快適な職場において、従業員一人ひとりが能力を十分
に発揮できるよう、労働環境を整備し、味の素グループの人
材バリューを持つ人材を育てます。

地域社会
コミュニケーション活動の充実に努めるとともに、広い視点に
立った企業市民活動を通して、より良い生活の実現に向けて
取り組んでいきます。

地球環境
環境に優しい技術の追求、自然環境との共生を通して、少し
でも持続可能な社会の実現に近づけるよう、地球的な視野に
立って事業活動を行います。

次世代に向けて
味の素グループCSRビジョンの下、次世代の人々の生活にも
“食”と“健康”において貢献できるよう、持続可能な社会の
実現を目指します。

株主・ 
投資家様 

従業員 

お客様 

地域社会 

取引先様 

地球環境 地球環境 

次世代に向けて 次世代に向けて 
…Web

…冊子 

J ：日本語 E：英語 

環境報告書 

J E

J E

知的財産報告書 

J E

J E 会社案内 

J E

J E

ホームページ 

J E

イントラネット 

J E

ファイナンシャル 
レポート 

E

決算短信 

有価証券報告書 社内報 

J

J

J

J

株主通信 

J E

J

J

味の素グループ 
CSRレポート 

J E

J E
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本レポートは、味の素グループが「味の素グループCSRビジョ

ン」（2005年9月策定）の実現に向け、「5つの達成像」を具体的にど

のように展開していくのか明確にすることを主眼に置きました。特

集ページでは3つの事業（食品・アミノ酸・医薬）から考えたCSRを

具体的に説明しています。

本レポートの作成にあたっては、2回のステークホルダー・ダイア

ログ（→P.10～12）をはじめ、社外有識者やNPO・NGOの方からい

ただいた意見と従業員の意見を反映しております。

その他、特に心にとめて編集した点です。

●客観性を高めるために、専門家2名から第三者意見をいただきま

した。（→P.49）

●環境報告は、基本的なパフォーマンスとし、詳細情報は「味の素

グループ環境報告書2007（9月発行予定）」に記載しています。

●株主・投資家様のページはファイナンシャルレポート（ウェブ）で

ご紹介しているため、割愛しました。

対象組織：原則として、味の素（株）および連結子会社・持分法適用

会社の合計115社（2007年3月31日現在）を「味の素グル

ープ」と表記しています。グループ全体の情報を十分に

把握できていない事象は、報告の都度、対象組織を明

示しています。環境報告（→P.43～48）の対象組織は、

「環境規程」に基づいた「味の素グループ環境マネジメン

ト」の対象範囲＊です。

＊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。

対象期間：2006年度（2006年4月～2007年3月）

活動には、一部直近の内容も含みます。

発 行 日：2007年7月

（次回発行予定：2008年7月、前回発行：2006年8月）

対象範囲

編集方針

本冊子に掲載されている情報は、味の素グループのホーム

ページ（2007年7月リニューアル）で、より詳しい情報がご覧にな

れます。また、紙面の都合上、掲載できなかった情報に関しても、

ホームページにて情報公開しています。

味の素グループホームページ
http://www.ajinomoto.co.jp/

～受賞のご報告～

「第10回環境コミュニケーション大賞」
（主催：環境省、財団法人地球・人間環境フォーラム）
において、“環境報告優秀賞”を初めて受賞しました。

■評価ポイント

・CSRレポートとは別に環境報告書（ウェブ版）として作成する
などの情報発信に対する姿勢

・「生物多様性とのかかわ
り」を環境での取り組み
のトップにあげている

・食品会社として食資源
の確保を特集に掲げ、
グローバル企業としての
先んじた認識を社会に
示す姿勢

目 次 Contents

1 会社概要

3 味の素グループとステークホルダーとの
コミュニケーション

4 編集方針

目次

5 トップメッセージ

8 Ajinomoto Group Principles

9 味の素グループCSRビジョンの実現に向けて

10 ステークホルダー・ダイアログ／
CSR課題について社会と対話

「味の素グループのCSR活動にご意見をいただく会」

「お客様満足の向上について」を開催

13 食品添加物・GMOの活用・表示について

15 特集1 カンパニー長が語る

事業から考える味の素グループのCSR
食品
－食育

アミノ酸

医薬

23 特集2 商品から食の安全を考える
「ほんだし®」ができるまで

27 特集3 従業員と考える

「働いて良かったと思える会社」の実現に向けて

味の素グループCSRビジョン

29 マネジメント体制

マネジメント

31 安全・品質向上への取り組み

33 お客様とのリレーション

35 取引先様とのリレーション

37 従業員とともに

41 地域社会とともに

42 社会貢献活動

社会性報告

43 持続可能な地球環境のために

47 目標と実績

49 第三者意見

50 第三者意見を受けて

環境報告

味の素グループ
CSRレポート2006

味の素グループ
環境報告書2006
（ウェブ版）

http://www.ajinomoto.co.jp
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■トップメッセージ

次の100年に向けて、自信と誇りをもって、
社会に貢献していきます。

「うま味」の素であるグルタミン酸の

発見は、今から約100年前に遡りま

す。そして今、それが、「うま味」の素

だけでなく、人の栄養生理機能に極

めて大事な役割を果たしているとい

う、新しい価値を科学的に証明する

ことができました。「うま味」を起点

に事業を展開してきた味の素グルー

プの社会的存在価値を再確認し、

食と健康を通じて、世の中に貢献し

ていきます。

味の素株式会社
取締役社長　最高経営責任者

山口 範雄
2007年4月24日インタビュー実施
インタビュアー：株式会社クレアン薗田綾子氏

「おいしく食べて健康づくり」を事業活動の
中で実現することが、味の素グループ
最大の社会への貢献・CSRです。

CSRは、企業の社会的“責任”とするよりも、“貢献”

と捉える方が納得性があります。もちろん、社会的責

任は最低限必要なことですが、もう少し広い目で貢献

するということだと理解をすれば、特別なことをやる

ことも、もちろん良いのですが、一番すばらしいのは、

事業活動そのものが社会に貢献していることだと考

えています。

商品は各製造プロセスに生かされた
技術の産物。農業振興や環境保全などの
社会的要請に技術革新で応えていきます。

味の素グループのCSRは、商品を通しておいしさと

健康に貢献するのはもちろん、その商品をどのような

プロセスを経て製造するのかというところまで幅広く

視野に入れて考えています。事業の中でそれが実践

できて、はじめてCSRと言えるのです。そのためには、

「技術革新」が不可欠だと考えています。
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単に技術といっても、さまざまな技術があります。

サトウキビやキャッサバなど農産原料から発酵技術で

造られるグルタミン酸などのアミノ酸。品質も成分も

必ずしも均一ではない原料を使いこなしていくのも技

術です。そこから、たくさんのアミノ酸を取り出すた

めに効率のいい発酵菌を使い、生産効率を上げるの

も技術です。

また、製造終了後、そのまま捨てれば“廃液”です

が、さらに有効な栄養成分を取り出して肥料化し、廃

水をきれいな状態で排出していくのも技術です。

農産原料を有効に使い、再び肥料として土に返す

一連の製造プロセスと、世界中のお客様の生活に役

立つ商品。この循環を回せば回すほど、事業を通じ

て農業振興・環境保全に貢献することができます。

環境問題の解決にも大切なのは技術。
その技術をいっそう磨くためにも、
高い到達目標をグループで掲げています。

最近、環境問題が顕著となっております。味の素グ

ループでは、主要な環境負荷項目について、2010年

までに達成すべきグループ独自の世界統一基準「味

の素グループ・ゼロエミッション」05／10計画に定め、

取り組みを進めています。例えばCO2排出などは、製

造工程の効率を高めるなど生産量あたりの排出量を

減らしてきました。しかし、総生産量の増加に伴い、

排出総量は増加傾向にあります。環境負荷を抜本的

に減らすためには、さらに高いレベルの技術開発が非

常に重要です。統一目標の見直しに加え、主要な製

品や国・地域ごとに挑戦的な目標が必要なのです。

今後は、環境負荷を極小化するための革新的な技術

を開発し、環境対策が遅れている開発途上国などにも

優れた技術を提供していくことも視野に入れています。

持続可能な食資源の確保に向けて、
食への意識の見直しが必要。食品メーカーと
して、食の大切さを伝えていきます。

最近、植物由来のバイオエタノールが注目を集め、

燃料と食糧とが農作物をめぐって競合し、食糧価格が

上昇する事態となっています。燃料のために食糧が

圧迫されるという現象については、人類全体としても

よく考えなければならない重大な問題です。一方、現

在の日本では食料の3割も捨てられていることや、行

き過ぎた食資源の使い方に対する意識を見直す必要

があると感じています。持続可能な食資源の確保に

向けて、枯渇しないような使い方も非常に大事です

が、その前に無駄な使い方を直す方が先ではないで

しょうか。

また、家庭料理の伝承も希薄になった今、改めて日

本の食文化を次の世代に伝えていくことが重要だと考

えています。一企業でできることは限りがありますが、

家庭料理への理解を深める体験の場（「ビギナーズク

ッキングスクール」）の提供や、商品宣伝だけにとどま

らない、食育・食生活の広がりにつなげられるような

アイデア提案型のテレビコマーシャルづくりにも着手

しています。

味の素グループは、さまざまな機会を通して、食の

大切さを伝えていきます。
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■トップメッセージ

ステークホルダーとの
双方向コミュニケーションは非常に大事。
さまざまな意見があって、企業は成長できるもの。

味の素グループの企業活動は、ステークホルダー

に知っていただくことが大事です。その上で、さまざ

まな意見をいただき、我々の判断基準・評価基準そ

のものに問題があれば是正し、その基準に問題がな

ければ、基準に沿って取捨選択していきます。そして

日々、改善していくことが重要だと考えています。

例えば、商品の安全への取り組みについて、どの

ような品質管理、検査をしているか、言葉だけの説明

を聞いていただくのではなく、実際に製造プロセスを

見ていただくことで信頼度は上がるものです。さらに

もう一歩取り組みを進めて、その工場で出来た製品

を試食いただいたり、子どもたちに昆布のだし汁から

グルタミン酸を抽出する実験など、体感型コミュニケ

ーションを増やしたところ、たくさんの方に工場見学

に来ていただけるようになりました。

日々のコミュニケーションこそが
信頼のある人間関係を築くと同時に、
強い組織を作ります。

味の素グループでは、多様な人々が能力を発揮し

ながら、より働きやすい職場とするため、きめ細やか

な制度や研修を整備しています。育児休暇制度や看

護休職制度など、さまざまな制度の活用が進むために

は、会社の風土改革と、従業員個人の意識改革、双

方の努力が必要です。そして、それは、日々の人間関

係から築き上げられるものです。

私は、社長就任直後から始めた若手従業員との「ラ

ンチョンミーティング」を国内および海外で積極的に

行い、直接対話の機会を大事にしています。

一人ひとりが自分を磨く。
ライフステージにあった働き方の支援と
グローバルに活躍できる人材育成。

味の素グループでは、3つの「人材バリュー※」を掲

げ、従業員一人ひとりが自分を磨くよう求めています。

日本も海外も人の価値観は多様化している中、働

き方やキャリアデザインは、個人のライフステージに

よって変わっていきます。味の素グループは、多様な

従業員がグローバルに活躍するために、それぞれの

希望に応じて選択可能な制度・仕組みづくりを充実さ

せていきます。そして社会の一市民として、胸を張っ

て企業活動に取り組み、社会に貢献していきます。

※人材バリュー：「味の素グループ人事理念」（2003年策定）

http://www.ajinomoto.co.jp/company/philosophy/personnel/

取締役社長　最高経営責任者

http://www.ajinomoto.co.jp/company/philosophy/personnel
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「Ajinomoto Group Principles」の位置づけ

2000年4月に制定された「Ajinomoto Group Principles」は、「グループ理念」「グループ経営基本方針」「グループ行

動規範」で構成されています。これは味の素グループが共有・実践する最高理念であり指針であると位置付けられて

います。この「Ajinomoto Group Principles」のもと「食品・アミノ酸系の、日本から出発した世界企業」を目指して、グ

ループ全体で取り組んでいますが、目指す企業像にふさわしい、次の100年の礎を築く理念・指針とすべく、グロー

バルスタンダードへの対応やCSR的視点での内容の見直しを加えた「Ajinomoto Group Principles」の改訂の準備を

進めています。

Ajinomoto Group Principles

味の素グループ理念

私たちは、地球的な視野にたち、“食”と“健康”、
そして明日のよりよい生活に貢献します。

味の素グループ経営基本方針

事業目標
食関連事業、アミノ酸を中心としたファインケ

ミカル事業・医薬品事業を経営の柱として、地

球上の人々に貢献する世界企業をめざします。

事業姿勢
つねに“お客様第一”を心がけ、豊かな創造性

とすぐれた技術により、安全で高品質な商品・

サービスを提供します。

経営姿勢
お客様、株主、地域社会、取引先、社員等全て

の利害関係者を尊重し、簡明・迅速な意思決定

と公正で透明性の高い経営を行うとともに、株

主への適正な利潤の還元と永続的な企業価値

の増大を図ります。

社会的役割
良き企業市民として責任を自覚し、社会との調

和をはかり、その発展に貢献します。

企業風土
一人ひとりが、自らを高め、創造的で自由闊達

な、活力ある集団をめざします。

味の素グループ行動規範

1. 安全で高品質な商品、サービスの提供
1-1 安全で高品質な商品、サービスの提供

2. 公正、自由な取引
2-1 公正、自由な競争
2-2 政治、行政との健全な関係
2-3 公正な購買取引
2-4 適正な交際・儀礼

3. 社会とのコミュニケーション
3-1 情報入手とタイムリーな情報公開

4. 情報管理
4-1 情報管理

5. 環境保全、省資源、省エネルギーへの取組み
5-1 環境保全、省資源、省エネルギーへの取組み

6. 社会貢献
6-1 社会貢献

7. 働きやすい職場環境
7-1 人権尊重
7-2 快適で安全な職場作り
7-3 主体性・創造性の発揮

8. 株主・投資家への責任
8-1 適切な情報開示
8-2 インサイダー取引の禁止
8-3 特定株主への利益供与の禁止

9. 社員個人と会社との関係
9-1 本人（家族・親族）と会社との関係
9-2 社外活動

10.国際通商
10-1 知的財産権の取り扱い
10-2 輸出入管理法令の遵守
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味の素グループでは、「味の素グループCSRビジョン」と、それを具体的にイメージするための

「2020年のCSR達成像」を掲げ(2005年策定)、CSRを推進しています。ここでは、CSRビジョン

実現に向け、事業を通じた具体的な取り組みをお伝えします。

世界の人々から信頼される真のグローバル企業として、
永続可能な地球環境を守り、

食と健康を通じてよりよい社会の実現に貢献しています。

味の素グループCSRビジョン

味の素グループCSRビジョンの実現に向けて

食品事業のグローバル展開により、世界各地の食文化に根ざした新製品の開発・
普及を進めるとともに、日本発の世界企業として日本の食の持つ特性を活かしなが
ら、世界の人々の安心で豊かな食生活に貢献している。

アミノ酸のリーディングカンパニーとして、その独自技術の更なる深化と拡充を通じ
て新しい価値を創造し、世界中の人々の生命・健康に貢献している。

安全で持続可能な食資源の確保のため、農・畜産・水産業への支援を行うととも
に、枯渇資源・エネルギーの使用や廃棄物の発生を極小化する循環型ビジネスモ
デルの確立により、永続可能な地球環境の維持に貢献している。

国籍・人種・性別・宗教・文化等の違いを越えて個人の特性・能力を生かした人材
の活用を図り、世界から必要とされる優れた人材の育成を通じて、より良い社会づ
くりに貢献している。

「Ajinomoto Group Principles」のもと、誠実な企業市民として、企業活動に関するさ
まざまな情報を全てのステークホルダーに積極的に公開し、対話を通して公正・公平
でオープンなパートナーシップを構築し、健全で活力ある社会づくりに貢献している。

食
達成像1

健康・医薬
達成像2

食資源・環境
達成像3

人材育成
達成像4

パートナーシップ
達成像5

CSR推進体制

味の素グループは、05／10中長期計画

の基本戦略のひとつにCSR経営を掲げ、2005年4月、

CSRの取り組みをさらに推進するため、専門部署であ

るCSR推進本部を設置しました。2007年4月、コーポレ

ート部門の機能強化を目的とした組織再編に伴い、さら

なるコミュニケーションの充実を図る形でのCSR推進

体制となりました。新体制（広報・CSR部）では広報機

能に加え、従来通り、社会貢献、人権啓発を担当する

ほか、企業倫理、品質保証、購買、環境などについて

も関係部門と密接な連携を取っています。

-dvance10

2020年のCSR達成像 ～5つの切り口で具現化していきます～

●マネジメント グループ・グローバルのコンプライアンス
体制の構築

●品質保証 味の素グループ品質保証システム（アスカ）
のグループ企業への徹底

●労働・人権 グローバルでの人権課題の整理と企業行
動規範への反映

●購買・ 購買基本方針に照らした、サプライヤー調　
サプライチェーン 査を開始

●環境 CO2削減検討プロジェクトの発足
地球温暖化防止に向けた技術開発の推進

●地域・社会貢献 味の素グループとしての食育活動の推進

味の素グループの主なCSR重要項目
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味の素グループはさまざまなステー

クホルダーとの対話を大切にし、外

部の意見を積極的に取り入れていく

ことを、CSR活動を推進するための

柱のひとつとして掲げています。2006

年9月、CSRレポートの発行（8月）を

機に、「味の素グループのCSR活動

にご意見をいただく会」を開催しまし

た。消費者関連や人権・環境・社会

貢献の分野などでご活躍のNGOや

NPOの方 と々、CSR担当役員をはじ

め、消費者、企業倫理、品質保証、

環境や購買などを担当する部門の従

業員、総勢44名が、6つのテーブルに

分かれ、意見交換を行いました。

味の素グループのCSR推進状

況、および推進する上での課題（←

前ページ表）を共有した後、今後の

展開について、各テーブルではステ

ークホルダーの方々のご専門を中心

としたご意見のほか、CSRレポート

への評価や、従業員へのCSR浸透

にワークショップを取り入れるなどの

具体的なご提案もいただきました。

（主なご意見）

◆食資源：食糧危機が起こる前提

での対応や原料調達先との協働

◆食育：料理を作る、食文化の継

承への貢献

◆コミュニケーション：生活者の目

線での情報発信

◆CSR従業員啓発：身近な問題や

社会の問題をCSRと結び付け、

従業員自身がCSRを考える仕掛

け作り（→右記囲み）

2005年よりテーマ別にステーク

ホルダーの方々との対話を展開

し、その都度、味の素グループの

取り組み内容そのものの評価や進

むべき方向の確認を行っています。

CSR活動全体をテーマにすると、

その領域は広いものの、ステーク

ホルダーの方々から、さまざまな視

点でのご意見をいただけます。社

内論議では気がつかない視点での

ご意見に刺激を受け、社会の声を

直接実感できます。2005年にも、

「CSR活動にご意見をいただく会」

を行いましたが、今回はより多くの

従業員が対話の場へ参加しました。

従業員へのCSR浸透策にはさまざ

まな方法がありますが、体感型に

は即効性があり、事業活動への反

映には有効であると考えています。

こうした社会の声を聞く機会を増

やし、従業員参加の輪を広げてい

きます。

社会との対話は、
CSR推進活動の柱

食資源から従業員啓発まで
多様なご意見をいただく

いただいたご意見を受けて

従業員へのCSR浸透策は、それぞれの事業内容に応じて行う方が、CSRを自分の

仕事と結び付け、そこで何ができるのか、捉えやすいと考えています。その方法を

模索すべく、ミニワークショップを機能別（事業系、研究所・工場、営業）に行いまし

た。参加者によってCSRの捉え方はさまざまで、CSR活動を推進していく上での課

題の洗い出しでは、グローバル視点で捉えるのが難しい場面もありました。一方で、

従来から取り組んでいる行動規範、環境や品質面などとCSRとの位置づけを明確

にしてほしいとの要望もありました。今まで、それぞれの部署で取り組んできたこと

を、CSRという枠組みの中で整理することから進めていきます。

いただいたご意見を参考に、従業員ミニワークショップ
でCSR浸透策の方向性を探る

ステークホルダー・ダイアログ／CSR課題について社会と対話

「味の素グループのCSR活動にご意見をいただく会」
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ステークホルダー・ダイアログ／CSR課題について社会と対話

「お客様満足の向上について」を開催

2006年10月、味の素グループ

は、家庭用商品を対象に推進して

きたCS（Customer Satisfaction

：お客様満足）施策と、お客様の

認識に乖離があるかを検証し、是

正するため、ステークホルダー・

ダイアログ「お客様満足の向上に

ついて」を開催し、社外の方に味

の素グループのCS施策を評価し

ていただきました。

当日は、日経BP社の松平悠公子

氏をファシリテーターに迎え、消

費者関連団体や新聞社、環境ビジ

ネスコンサルタントなど5名の社外

有識者の方々と、味の素グループ

からCSR担当役員をはじめ、お客

様相談センターや営業、工場など

から5名が意見交換し、CSに関わ

りの深い部門の従業員30名がオ

ブザーバー参加しました。

お客様との意識のギャップを
埋めるために

■原材料／添加物に関して

・原材料をどこから調達するにし

ても、その理由や企業方針が揺

るぎないものであれば、消費者

に説明できるはずです。後は、

消費者がその企業の行動を信頼

できると判断するかどうかの問

題です。（長谷川氏）

・消費者は、不安や恐怖を感じる

ような情報をメディアを通じて受

け取っているため、企業がメデ

ィアを教育する“メディアセミナ

ー”のようなものを、毎年継続的

に開催してはいかがでしょうか。

（小島氏）

・消費者に提供する情報は、わか

りやすいものにしてください。ま

た、添加物などへのネガティブ

なイメージを改善するためには、

消費者に正しい知識を提供する

ことが不可欠です。味の素グル

ープには、ぜひ食品業界でのリ

ーダーシップを取ってほしいと

思います。（下谷内氏）

・添加物のメリット・デメリット双

方を整理し提示することで、消

費者に理解してもらうことが、消

費者のサステナブルな生活イン

フラを整えることにもつながる

のではないでしょうか。（鈴木氏）

■社内におけるCS推進のあり方

・CS活動に力を入れるのであれ

ば、お客様相談センターを中心

にした活動から脱却してほしいと

思います。全社員がCS意識を持

つためには、寄せられたお客様

の声を社内にフィードバックする

だけでは限界があり、営業や商

品開発などの各部門がCSを向

上させるためのルールや基準を

作り、それをしっかりと運用する

ことによって企業体制が変わって

くるのだと思います。（古谷氏）

当日出された主な意見

ダイアログの様子

・三浦　勁 ［味の素（株）
取締役専務執行役員］

・長谷川公彦［味の素（株）
お客様相談センター長］

・西井元章 ［味の素（株）
営業企画部長］

・和田　淳 ［味の素（株）川崎工場長］

・西井孝明 ［味の素冷凍食品（株）
マーケティング本部
家庭用事業部長］

■味の素グループ

出席者
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・“お客様”に対するCSはよくやっ

ている印象がありますが、味の

素グループの商品を買っていな

い“一般の消費者”に対してどの

ようなアプローチをしているか

が見えません。グローバル企業

として明確なメッセージを発信

されてはいかがでしょうか。（長谷

川氏）

・お客様の目線だけで見ていると

企業が振り回されるので、食品

メーカーとして消費者への教育も

必要ではないでしょうか。（小島氏）

■パッケージへの配慮

・すべてのメーカーの商品に言え

ることですが、非常に字が小さい

です。私が台所でパッケージを見

ながら作る時、正直読めません。

色使いも、もう少し配慮していた

だきたいと思います。（古谷氏）

・文字の大きさや色使いなど、ユ

ニバーサルデザインの観点に立

って取り組んでほしいと思いま

す。（下谷内氏）

■持続可能な社会に向けて

・たまたま買ったら、それを使う

だけで、結果、環境に良いこと

をしていたというような商品や、

環境負荷への罪悪感から消費者

を解放するような工夫が商品に

あってほしいです。（鈴木氏）

・味の素グループの“2020年CSR

達成像”を実現するために何をす

るのかが伝わってきません。具体

的な施策を立案していくために

も、持続可能な社会のイメージを

明確に持つことが重要だと思い

ます。（長谷川氏）

小島正美氏
毎日新聞社編集委員

下谷内冨士子氏
（社）全国消費生活相談員
協会理事長

鈴木敦子氏
（株）環境ビジネスエー
ジェンシー代表取締役

長谷川朝惠氏
標準により消費者の利益
を増進するコア・グループ
理事

古谷由紀子氏
（社）日本消費生活アドバ
イザー・コンサルタント協
会常任理事

松平悠公子氏
日経BP社
エコマム プロデューサー

■社外有識者（五十音順） ■ファシリテーター

出席者

顧客満足（CS）をテーマとした今回

のダイアログでは、消費者関連テー

マに造詣の深い社外有識者の方々と

の意見交換を通して、あらためてお客

様の目線で私たちの商品や活動を見

つめることの大切さを実感しました。

それと同時に、有識者の方々の間に

も、いろいろな見解や考え方があり、

企業への活動の捉え方にも違いがあ

るということを知ることができ、有意

義なものになりました。味の素グルー

プは、世代を超え大勢の消費者の

方々に支えられ、支持されてきた実績

がありますが、今後も、消費者の皆様

とのコミュニケーションを大切に、誠

実で信頼される味の素グループを実

現できるよう取り組んでいきたいと思

います。

ダイアログに参加して
～お客様の目線で考える大切さを再認識～

長谷川公彦
味の素（株）
お客様相談センター長

CSに関わりの深い部門の従業員もオブザーバー参加
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食品添加物・GMOの活用・表示について

味の素グループは食品添加物や

GMO（Genetically Modified Orga-

nisms：遺伝子組換え作物）の活

用・表示にあたって、安全性・有用

性および適法性の面から厳しくチ

ェックしています。

最近、｢○○無添加｣、｢△△不

使用｣をキャッチフレーズにした加

工食品が増えています。味の素

（株）は、国の基準や科学的根拠に

基づき安全と認められている食品

添加物やGMOが、あたかも安全で

はないような印象をお客様に与え

る表示方法は、食品メーカーとして

控えたいと考えます。不要な混乱

を招くことは、お客様にとっても不

利益と考えるためです。

■食品添加物について

食品添加物は、味を良く、香り

を高め、栄養を強化することで豊

かな食生活を実現するほか、保存

性などを高めることで、食料資源

の流通や有効活用を促すという重

要な役割を担っています。食品添

加物の歴史は、食材をそのまま食

べることに始まり、もっとおいしく、

安全に、便利に、調理や保存の工

夫を重ねてきた食文化の歴史でも

あります。これら食品添加物は、

多くの人々の口に入るものなの

で、各種の厳しい試験が行われ、

安全性が確認されています。

味の素グループでは、商品の開

発･製造にあたり、安全性を含めた

最新の情報の下に、適切な食品添

加物を選定・使用し、法に基づい

た表示をしています。正確で、お客

様に分かりやすい表示に努めます。

■GMOについて

遺伝子組換え技術は、農作物に

害虫耐性を付与して使用農薬を低

減するなど、食料問題や環境問題

の解決に大きな役割が期待される

重要な技術だと考えています。一

方で、活用にあたっては、安全性

を十分に確認する必要があると考

えます。

現在、各国では安全確保のため、

GMOの承認に厳格な安全性評価

を実施しており、日本では内閣府

食品安全委員会、厚生労働省にて

安全性審査が行われています。必

要な情報を消費者に提供するた

め、表示基準も定められており、

味の素（株）もこの基準に従ってい

ます。また味の素グループでは、

未承認GMO混入防止のために、自

社で検査技術を確立しています。

味の素グループの考えと
取り組み

2007年3月に「ドレッシング類」、および4月に「しょうゆ」

の公正競争規約が公正取引委員会によって認定されまし

た。規約および規則の制定にあたっては特に「無添加」

表示に対して多くの意見が出されました。消費者団体と

関連事業者団体からは、使用しているものを表示するの

が表示の原則であり、「無添加」表示は安全性や品質に

対する消費者の誤認を招くので、「無添加」表示を認め

るべきでないという意見が出されました。一方、行政か

ら、表示に関する法規制により消費者への情報提供は

十分なされているので、「無添加」表示は必要なく、認め

るべきでない、という意見でした。

この結果、規約の認定に際し公正取引委員会から無

添加やそれに類似する表示に対する見解が示されまし

た。それは、「○○を無添加」と事実を表示すること自体

は不当表示ではないが、他の表示とあいまって不当表示

となる場合があるので、表示に適切な使用基準を設け

て規制する、というものでした。

これを受けて2つの公正競争規約では、食品添加物に

ついては、無添加である添加物名が明確に併記され、キ

ャリーオーバーや加工助剤も含め一切使用していないこ

とが求められました。また、不当表示の例として、単なる

「無添加」など、訴求対象である原材料名などが明確で

ない表示、特定の添加物を使用していないだけなのに添

加物を一切使用していないような表示、合理的な根拠が

無く使用していないことの優位性を示す「○○不使用」

というような表示が示されました。

従って、「合成保存料無添加」、「合成着色料無添加」、

「化学調味料無添加」のような表示は、訴求対象となる

原材料が明確でないため、また、これらの「不使用」表示

は、使用していないことの優位性を示す合理的な根拠が

示されない限り不当表示に該当する可能性があります。

公正競争規約と「無添加」表示についての動向
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■GMOのコンタミネーションの
検出技術

遺伝子組換え作物は、生産・流

通・加工の各段階で非遺伝子組換

え作物と混ざらないよう分別され、

それを証明する書類を付けて管理

しています（分別生産流通管理）。

味の素（株）では、分別生産流通

管理が正しく行われていることや、

未承認の遺伝子組換え作物

（GMO）のコンタミネーション（混

入）をチェックするために、自社で

も分析の技術を確立しています。

食品からDNAを抽出し、その

DNAに組換わった部分があるかを

分析することで、食品へのGMOの

コンタミネーションの有無を判定し

ます。

味の素グループは、創業以来、アミノ酸の可能性を追

求し続けています。さまざまな機会を通じて、アミノ酸の

正しい理解を促進する活動に取り組んでいます。

2007年3月には、3年目となるサイエンスキャンプを

開催しました。これは独立行政法人科学技術振興機構

主催の、財団法人日本科学技術振興財団が運営する

企画で、高校生向け合宿型実験教室です。合宿初日

はアミノ酸の概要の講義をした後に、高校生自ら実験

に参加、昆布からグルタミン酸を抽出し、分離後、晶

析を行って結晶を取り出しました。二日目にはその結

晶を分析し、グルタミン酸であることを確認しました。

今後も、将来を担う世代に研究者や研究所施設に触

れる機会を提供することで科学の面白さを伝えなが

ら、味の素グループへの理解をより深めていただける

よう努めていきます。

サイエンスキャンプ
～合宿型実験教室を開催

遺伝子組換え作物の検査 

＊PCR：Polymerase Chain Reaction。 
　DNA配列の断片を大量に増幅する分子生物学の手法 

4. PCR増幅＊と電気泳動 
    （DNAの組換えの有無を分析） 

5. 結果の判定 
    （分析結果から、組換え体の混入の有無を判定） 

3. DNA抽出（DNA部分を抽出） 

2. 前処理（食品からDNAを抽出しやすくする） 

1. 試料の準備（検査対象の食品を準備） 

サイエンスキャンプの様子
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お客様が漠然と抱いている食に対

する不安を取り去り、お客様と食品

メーカーとの信頼関係を築くために

は、私たちからの情報発信、そして、

情報の共有が必要です。食品メー

カーとして、お客様と共有できない情

報はないと考えています。適時に適切

な情報をお伝えする、という姿勢でお

客様に接しなければなりません。

食の安全・安心に関して、これで十

分というゴールはありません。人は合

理的な情報だけで、安全だと判断し

ないものです。だからこそ、パッケージ

の表示をわかりやすくすることはもち

ろん、さらに詳しい情報をホームペー

ジへ掲載するほか、工場見学などを通

してお客様の不安を解消するよう、さ

まざまなお客様とのコミュニケーショ

ン方法を考え、実践していきます。

お客様のことを考えた
相互コミュニケーションによる
お客様との信頼関係の向上

原料調達の現場まで目を届かせる（自ら管理する）
バリューチェーンを確立

商品の製造は自社工場などの目の

届くところで行っています。また、さま

ざまな原料は、「購入」に加えて、重要

な原料を自ら内製化することや、生産

者や原料の一次加工業者を品質面で

サポートし、実質内製化する取り組み

を始めています。商品製造工場の中

だけではなく、原料生産の現場から、

加工・生産まで、すべて目の行き届く

体制を作ることでバリューチェーンを

確立し、品質を高めることを目指して

います。

事業から考える味の素グループのCSR
特集１：カンパニー長が語る

2005年９月に味の素グループCSRビジョンを策定しました。CSRビジョン実現に向け、
各事業を通して、どのように展開していくのか、食品カンパニー、アミノ酸カンパニー、
医薬カンパニーの3カンパニー長が語ります。（インタビュアー：株式会社クレアン　薗田綾子氏）1

食品事業から考える味の素グループのCSR
お客様との的確なコミュニケーションと「おいしさ」の追求によるお客様満足の追求

食の安全・安心には、
情報の発信と共有が欠かせません。

従業員の昼食時の様子（味の素オムニケム社【ベルギー】）
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｢おいしく食べる」ということを
追求し、伝えていく

お客様に商品をご購入いただいた

後、それがどのように生活の中で生か

されているのか、というところまでしっ

かり把握しておくことは大事です。商

品は単なる「モノ」ではなく、必ず、

「手が加わったメニュー」になって、召

し上がっていただくことになります。ど

ういう使い方が、栄養的に一番良い

のかという情報までお伝えしていく必

要があります。お腹が空くのには理由

があって、栄養が足りないですよ、とい

うことなのです。毎日食べたものが消

化され、体の栄養になっていくという

こと自身がとても大事なのです。そう

した情報、つまり、自分の体にとって

「食べる」ということがどういう意味が

あるのか、なぜ「おいしい」と感じるこ

とが必要なのか、そういうことをもっ

と発信していかなければなりません。

人口増加、気候変動、海水温の上

昇、エネルギー不足など、世界は今、

さまざまな問題に直面しています。

持続的で、かつ安定的に原料を確保

することは、食品カンパニーにとって

重要な課題です。

農産物の収穫率を上げるために生

産農家をサポートするほか、原料を無

駄なく使う工夫も必要と考えていま

す。例えば、｢ほんだしR｣の原料とな

るかつお。｢ほんだしR｣の原料となる

かつお節を造る際には、骨はカルシウ

ム食品の原料として、また内臓などは

飼料や肥料として活用しています。原

料を余すところなく活用することを考

えての商品化も私たちの大切な役割

だと考えています（→P.23～26 ｢ほ

んだしR｣ができるまで）。

持続的、かつ安定的に原料を確保し、無駄なく使用

従業員の昼食時の様子
（味の素オムニケム社【ベルギー】）

一括表示（品名・原材料・内容量・賞味期限・保存方法・製造者または販売者）、栄養成分表示、容器包装の識別
表示および材質表示、アレルギー25品目など、商品パッケージに適切な表示を行っています。

パッケージ表示例（「味の素KKコンソメ」固形21個入箱）

表面

裏面

おいしく食べるということ、食べることの大切さ、
体にも心にも良いということを
世界中の人たちに知っていただきたいと思います

取締役専務執行役員食品カンパニープレジデント

伊藤　雅俊
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2005年7月に食育基本法が施行

され、社会の食育に対する関心は日

に日に高まっています。

食育は味の素グループ理念の実

践そのものであり、また味の素グル

ープの果たすべき社会的役割と考

えています。

食分野は味の素グループの中心

的な事業領域であるため、食育活動

を実践する上で役に立つさまざまな

知見があると自負しています。味の素

グループは、それらを効果的に活用

することで、社会的課題を解決した

いと考えています。さらに、従業員参

加型の食育取り組みを推進する中

で、従業員に「自信」と「誇り」を実感

できる活動にしています。

食育活動の目的
～食に関するさまざまな

活動を通して社会に貢献～

2006年春から味の素グループは

食育のワーキングチームを発足し、

味の素グループの食育活動について

検討を重ねてきました。そして、2007

年3月に食育方針を下記4点に集約

しました。

（1）従業員の参加による実践活動

を重視し、永続的に取り組む。

（2）グループとしての総合的な取り

組みとし、グループが有する経

営資源を効果的に活用する。

（3）科学的な根拠・知見、合理性

を重視する。

（4）社外の有識者、組織等社会と

の連携を図る。

食育プロジェクト方針策定

味の素グループらしい食育

特集１ 事業から考える味の素グループのCSR

味の素グループの考える食育
「おいしいは、あしたのもと」

味の素グループは「おいしいは、あしたのもと」をスローガンに掲げ、
味の素グループが考える食育の基本コンセプトを次のように決めました。

「おいしい」ことが、「あしたのもと」になる

わたしたち味の素グループは「おいしい」を大切にした

「食育」活動をつづけていきます。

「おいしい」ものはみんなに笑顔と元気をくれます。

栄養や、バランスや、食べる人のことを思ってつくった料理には、

食べた人をしあわせにする「あしたのもと」がいっぱいつまっています。

「おいしい」は、カラダにもこころにも、うれしいコトバ。

「おいしい」の理由を伝えたい。「おいしい」を感じてもらいたい。

「おいしい」をくれる自然に感謝し、世界の食文化を大切にしていきたい。

そして、あなたと、あしたの「おいしい」をいっしょに考え、

つくり、次の世代へきちんと伝えていきたい。

うま味を発見して約100年。わたしたちは

「おいしく食べて健康づくり」を大切に製品づくりをつづけてきました。

味の素グループらしい「おいしい」を大切にした「食育」活動を、

これからもひろげていきます。

「おいしい」が作られる
現場を知る

こども味覚探検隊（工場見学）

食の文化ライブラリー

食品が安全で安心できるのかどうかは、自分
の目で確かめることが一番大切です。味の素
グループの工場見学では、原料の生い立ちか
ら、製造、品質管理に至る、商品ができる工
程を目で見て触って理解していただけること
を目指しています。
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「おいしい」に感謝する

 「おいしい」を
大切にした「食育」活動

味の素グループの食育の考え方

詳しくは、味の素グループの食育活動WEBサイトへ

食のガーデン

「おいしい」を伝える

ビギナーズクッキングスクール

味覚教室

「おいしい」を広げる

営業現場からの食育活動

「食のガーデン」では、小学校の子どもたちが楽
しく、自らが作物を育て収穫する体験に加えて、
料理することや味わう体験をしながら、食の大
切さと人と自然への感謝の気持ちについて、自
らが学び体感できる食育プログラムです。2006
年度は、全国で87校、8,066人（教員も含む）が
参加しました。参加校は、それぞれにこのプログ
ラムを生かし、さらに発展させた「食育」授業を
実践しています。

料理の楽しさ家庭料理の大切さを実感してもらいたいと、「ビ
ギナーズクッキングスクール」を実施しています。生徒1人に1台
の水まわりや熱源も完備した移動式調理台「お料理箱」を持っ
て全国へお伺いしています。多彩な経歴を持つ専属のベテラ
ン講師陣が包丁の使い方や野菜の切り方など、料理の基本か
ら丁寧に指導をしています。

おいしさや味の秘密を知ることで、子どもたち
の食への関心を高めたい、食を楽しむ心を育み
たい。そう願いを込めて、弊社では味やおいし
さについて楽しく学ぶ「味覚教室」を開催してい
ます。そのほかにもエキスパート講師による出
前授業や工場見学も行っています。また、「だ
し・うま味」についてのテキスト小冊子も作成し
て味覚教室に活用しています（小学校低・中・高
学年用）。

お客様に旬の素材をおいしく健康
に食していただきたい。そんな願
いを込めて、売り場で食事バラン
スガイドなどをもとにメニュー提
案を行っています。さらに、お得意
先とタイアップした料理教室や工
場見学なども実施しています。

HPから皆様の役に立つ情報を紹介します。
日本の食文化、世界の文化を紹介する「食育
関連ライブラリー」も準備中です。

「おいしい」を支える

レシピ大百科　　うちごはん

さらに広がる食育活動プログラム

食とくらしの小さな博物館　　　海外グループ企業による料理教室・料理コンテストの実施　など

http://www.ajinomoto.co.jp/shokuiku/

「おいしい」の秘密を知る

http://www.ajinomoto.co.jp/shokuiku
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“うま味”の“素”であるアミノ酸は、

食だけにとどまらず、健康や医薬、美

容など、さまざまな分野で活用されて

います。一方で、アミノ酸の効能はま

だまだ未知の部分が多く、なかなか

解明しきれていません。それだけ、ア

ミノ酸の可能性は無限大とも言える

のです。

断言できるのは、アミノ酸は人類に

とって不可欠なものである、というこ

と。近年、アミノ酸の専門家が増えて

きたことは、このことを伝え続けてき

た味の素グループのアミノ酸への思

いが理解されたことでもあり、今後の

アミノ酸の活用範囲を広げる確かな

土台になっています。

現在、医薬用のアミノ酸の恩恵を

受けているのは、主に日本と欧米で

す。先進国のみならず、世界中の人々

にアミノ酸の効能を伝え、誰もが恩恵

を受けることができるようにすること

がアミノ酸カンパニーの務めです。

多くの人にアミノ酸の効能を
伝え、恩恵を届けたい

燃料との競合が懸念されるアミノ酸の原料
技術革新や新規原料の開拓で原料確保へ

近年、原油価格の高騰や環境への

配慮から、サトウキビやトウモロコシ

など植物由来のエタノール燃料が注

目を集めています。これらエタノール

燃料の原料は、アミノ酸の原料でもあ

り、アミノ酸事業では、今後ますます

その確保と、貴重な資源の有効活用

が重要になってくるでしょう。

アミノ酸カンパニーはお客様に安

定した供給ができるよう、技術開発に

よる生産性の向上や、新規原料に関

する研究などの工夫をしていくことが

責務であると考えています。

また、アミノ酸の副生品から作られ

た肥料や飼料を利用して、アミノ酸

の発酵原料となる作物を栽培してい

る農家と協働で、生産量を向上させる

ノウハウを提供するなど、原料供給の

川上まで視野に入れた対策も重要で

す。こういった活動は、生態系への負

荷を軽減させるとともに、生産農家の

生活を安定させることにもつながって

います（→P.43～48 環境報告）。

アミノ酸事業から考える味の素グループのCSR
アミノ酸の有用性を探る

特集１ 事業から考える味の素グループのCSR

農業分野における副生物の有効利用を中心事業とするタイにある専門子会社FDグリー
ン社では、これまでの取り組みをもう一歩進め、発酵原料の収量向上への取り組みを農
家と協働で行っています。

キャッサバ畑

カンパニー長が語る



アミノ酸のさらなる有用性を追求し、
世界中の人々に広めていきます。
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環境と安全なくして
CSRは語れない

アミノ酸の製造には大量の水を使

います。味の素グループは独自の排

水基準を設け、使った水はきれいにし

て返すことを徹底して行っています。

同様に、CO2に関しても独自の基準を

持っています。これらの基準は世界統

一であり、あらゆる事業領域から発生

する各種の環境負荷の極小化を図る

べく、環境対策を強化しています。

また、アミノ酸カンパニーでは近

年、安全を最優先課題として取り組ん

できました。自社工場の安全なくして

CSRを語ることはできません。さまざ

まな研修などを通して従業員の安全

を確保する施策を今後も強化してい

きます。

従業員は｢味の素のあしたのもと｣。

この精神は世界中どこでも変わるこ

とはありません。お互いを大切にしあ

う文化が親しまれ、どの国においても

従業員の定着率が非常に高いのが

特長です。

アメリカやブラジルでは会社設立

50周年を迎えました。地域と従業員

一人ひとりに支えられ、みんなでつくっ

てきたからこその50年でした（→アメ

リカ・ブラジルの活動はP.41 地域社

会とともに）。

アミノ酸の有用性をより多くの人た

ちに広めるためにも、世界の各地域

や従業員の協力を得ながら、取り組ん

でいきたいと思います。

地域と従業員に支えられて人を大切にする文化が定着

左：プロジェクト参加者の集合写真
中：試験場所となるアクラ市郊外の村
を訪問し、説明会を実施。

下：「フーフー」（ガーナの典型的な食事）

リジンプロジェクト
味の素グループは、これまでに国連大

学などと協働で、たんぱく質摂取が十分で

ない状況にある開発途上国の食生活にお

いて、アミノ酸の一つであるリジンを強

化することにより、栄養状態、健康状態の

改善、子どもの発育促進が得られることを

確認してきました。

今年度より新たに、欧州アフリカ本部が

窓口となり、西アフリカのガーナでリジン

強化の試験を、当地のガーナ大学、野口英

世記念医学研究所などの協力を得て実施

することになりました。ガーナなど西アフリ

カでの食生活は、スープとイモ類、穀類か

ら作られた餅状のもの（写真左下）が主体

であり、リジンによる栄養改善効果が期待

されます。

アミノ酸は人類にとって不可欠なものであり、
可能性はまだまだ無限大です。その有用性を
世界の人々に知っていただき、恩恵を世界に
広げていきたい。それが私の願いです

取締役専務執行役員アミノ酸カンパニープレジデント

柳原　保文



スペシャリティファーマとして
健康貢献企業になります。
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“うま味”の“素”であるグルタミン

酸は、舌と同様の味覚受容体（レセプ

ター）が、胃や小腸、大腸などの消化

器にもあり、消化が促進されることが

わかってきました。

口から栄養を取ることのできない

病気の方に、流動食などでグルタミ

ン酸を加えることにより、消化が良

くなることが実証されています。これ

は、病気の方の生活の質（QOL）が

飛躍的に良くなることにもつながり

ます。

グルタミン酸は、健康な方が食べて

おいしい、というだけでなく、病気の

方の栄養面もサポートしています。

グルタミン酸は健康や医療の領域でも貢献しています

医薬事業から考える味の素グループのCSR
トータル・ニュートリション・ケアの追求

医療従事者と従業員の対話の様子

特集１ 事業から考える味の素グループのCSR

自社の強みを生かした
事業領域に特化
スペシャリティファーマをめざす

グルタミン酸を医薬の分野で活用で

きるようになったのは、非常にピュアな

グルタミン酸を製造することが可能に

なったからです。アミノ酸を主体とした

科学に根拠を置いたアミノ酸創薬をコ

アとして、肝臓や腎臓、消化器など、当

社が得意とする生活習慣病領域に特

化して研究を続けていきます。

医薬カンパニーはメガファーマ（巨

大製薬会社）ではなく、味の素グルー

プならではの分野で力を発揮する“ス

ペシャリティファーマ”として、社会に貢

献していきます。

カンパニー長が語る
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トータル・ニュートリション・ケアを
追求し、健康貢献企業をめざす

人は誰も健康でいたいと願うもの。

病気になってしまった人を治すことは

もちろん、病気にならないよう、健康を

維持・向上することが大切です。

味の素グループでは、人はもとより

どの生物にも存在するナチュラルなア

ミノ酸を医薬に仕立て上げたことを

出発として、さらに発展させアミノ酸

創薬の研究に取り組んでいます。また、

治療のための医薬にとどまらず、病気

にならないようにすることと、病後の

回復をサポートする総合的な栄養管

理「トータル・ニュートリション・ケア

（TNC）」を展開しています。

“おいしい”だけではなくて、同時に

味の素グループ全体でみたら、商品す

べてが健康に貢献できる、健康貢献

企業を目指して発展していきます。

世界に誇る長寿国である日本に

は、腹八分目という独特の考え方があ

ります。また、和食は世界中から注目

されるヘルシーな食事でもあります。

私たちは、日本に伝統的に受け継が

れてきた食の良さ、食のあり方を科学

的に解明し、もっと、世界に発信でき

ると考えています。

医療も食事も、生命を養い健康を

保つためにあります。｢医食同源｣

の精神を持って、世界中の人 の々健康

のために働く食品メーカーだからこそ

できる、おいしさと健康への取り組み

を続けていきます。

医食同源の精神を持っておいしさと健康に取り組む

昔ながらの日本の食事「一汁三菜」（ご飯に汁もの、
おかず3種）提供：日本うま味調味料協会

研究開発は芸術と同様、非常に創造的な活動であり、
多くの失敗と数少ない成功の上に成り立っています。
開拓者魂で技を生み出し、業を生み出すことこそ、
味の素グループの研究のDNAです

取締役常務執行役員医薬カンパニープレジデント

豊田　友康

健　康 半健康 病　気 病　後

健康維持・向上 機能回復治　療予防疾病リスク低減

トータル・ニュートリション・ケア

診断（支援）技術

医薬品／高度医療 介護等

テーラーメイド医療

機能性食品

食　品

テーラーメイド食品

予防・治療薬 医　療 介護食

トータル・ニュートリション・ケアにおける健康の維持、疾病予防の重要性
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いつまでも魚が食べられる世の中であるために
海洋資源の枯渇や乱獲を受け、海洋環境の保全と持続的な海洋資源の
利用に世界中で取り組みが始まっています。
味の素グループは「ほんだし®」の原料であるかつお節を持続的に活用するため、
かつおの海洋資源の保全にさかのぼった取り組みを検討しています。

原料の安全性は私たちが最も基

本とする大切な取り組みです。大海

を泳ぐかつおが飲み込んでいる可能

性のある異物を細心の注意で取り除

き、安心できるかつお節製造から「ほ

んだし®」として店頭に並ぶまで、その

品質と安全性の確保に向け、一貫し

た安全への取り組みが始まります。

商品の品質と安全性を
原料から考える

安全で高品質の
かつお節を調達するために

余すことなく
使い切ります！

味の素グループは、「ほんだし®」に

使用するかつお節のサプライヤー

に、味の素グループが求める徹底

した品質管理を理解していただくよ

う働きかけています。その過程で互

いの信頼関係を築いており、安全

で品質の良いかつおを継続的に調

達することを可能にしています。

かつお節を作る際、さまざまな副

生物が生じます。その副生物につい

ても貴重な海産資源として有効活

用しています。例えば骨はカルシウ

ム食品の原料に、頭や内臓は飼料

や肥料として活用されます。品質の

良いかつお節を作るだけでなく、原

料を余すことなく使い切ることも私

たちの役割だと考えています。

「ほんだし�」ができるまで 

繰り返し 

原
魚
選
別 

冷
凍
保
存 

解
凍 

生
切
り 

籠
立
て 

煮
熟 

放
冷
・
手
入
れ 

異
物
検
査 

焙
乾 

あ
ん
蒸 

製造（かつお節） 

かつおは静岡・焼津と鹿児
島・枕崎で水揚げされた中
から、かつお節にするのに
最適な脂肪が少ない良質
なものを厳選しています。

薪として使用する木材
は、ナラ・クヌギなど
の間伐材を使用して
います。

かつおの魚質・傷など徹
底的に選別し、そして選別
されたかつおの鮮度を損
なわぬようマイナス30℃で
保管します。

「ほんだし®」ができるまで
特集2：商品から食の安全を考える

味の素グループでは、主力製品である和風だしの素「ほんだし®」の安全には
万全を期しています。ここでは原料調達から製品がお客様の手に届けられるまでの
流れの中で、どのような配慮で取り組んでいるのか、ご報告します。2
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品質保証・管理

工場では使用した原料の情報、

製造工程の記録、製品のサンプル、

製品の分析結果などを保管し工程

の安定生産や品質の確保に活用し

ています。またこれらの記録類はお

客様からのご指摘、ご要望をいただ

きました際に製品や使用原料の特

定ができる（トレーサビリティ）よう管

理しています（→P.31 安全・品質向

上への取り組み）。

製造 

混
合 

粉
砕 

混
練 

造
粒 

乾
燥 

篩
分 

使用原料と使用目的

●調味料（アミノ酸等）：昆布のうま味のアミノ酸であ
るグルタミン酸ナトリウムを中心とした調味料で、
かつお節のおいしさを引き立てます。

●かつおエキス：かつお節を作る過程に煮熟という
かつおを煮る工程がありますが、その煮汁にかつ
おのおいしい成分がたっぷり含まれており、濃縮
して使用しています。

●酵母エキス：コクを付与するために使用している素
材で、ビールやパンなどを発酵させるために使わ
れる酵母を抽出したものです。

●乳糖：「ほんだし®」を顆粒にするために使用されて
います。乳糖は乳から精製して作られています。

大切に作りあげた「ほんだし®」用

のかつお節を細かく砕くことから「ほ

んだし®」作りが始まります。最適な

温度、湿度のもとで、かつ異物が入

ることなく作るために、ラインは密閉

された環境として管理して、複数の

篩やマグネット、金属探知機を使用

して異物の混入を監視し、安全な

製品のみを製品化しています。また

場内をクリーンな状態に保つために

清潔な服装での入場、エアシャワー

の使用、手洗いの徹底を行ってお

り、原料などの搬入の際もエアシャ

ワーを通過させ異物の持ち込みを

防止しています。

安全で高品質な「ほんだし®」を作るために

側面  
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製品の輸送については、環境に

配慮した輸送手段を積極的に選択

すること（モーダルシフト）により、

CO2の排出削減を推進しています。

具体的には、CO2排出がトラック輸

送の8分の1という鉄道コンテナ輸

送に着目し、モーダルシフト実施区

間の拡大に努めています（→「環境

報告書2007」）。

輸送時のCO2の
排出削減に向けて

出来上がった製品が安全で高品

質なものであるかを確認するため、

微生物などの安全性検査に加え、

味のバランスなどの成分検査、厳

選された味覚審査員による香り、

風味、味を検査する官能検査を行

います。これらさまざまな検査に合

格した製品だけを包装し、お客様

にお届けしています。

完成した製品を厳重に検査
「ほんだし®」がどのように製造さ

れているのか、工場を見学いただ

けます。新工場（味の素（株）川崎工

場）では「本物」「和」「おもてなし」

をコンセプトとした試食も出来る見

学者コースを作りました（9月オープ

ン予定）。当社の製品に対する思い

をお客様に楽しく理解していただ

けるよう、つねに新しい取り組み

をしていきます（→P.41地域社会と

ともに）。

工場見学

製造 

品
質
検
査 

保 

管 

輸 

送 

包 

装 

完 

成 

31フィート鉄道コンテナ

製品入出庫の様子

特集２ 「ほんだし®」ができるまで

つねに高いレベルの品質を保証

することが私たちの仕事です。お

使いいただくお客様の気持ちと視

点で業務に向き合うことで、安全

で高品質な製品をお届けできるよ

う日々努力しています。

品質管理
担当者の声

味の素（株）食品カン
パニー 川崎工場
品質管理グループ
第2係 微生物班班長

長倉敦子

製品が製造されてから店頭に並

ぶまで品質を落とさずに管理する

ことも私たちの役割です。川崎工

場の敷地内にある川崎物流センタ

ーは最新鋭の設備を誇り、当社独

自の物流品質基準のもと徹底管理

されています。また、輸送時には細

心の注意を払い、お客様への新鮮

供給をつねに心掛けています。

品質を落とさないための
保管を徹底

「エコレールマーク」
第一回認定企業
2005年5月

9月オープン予定の
新工場見学施設
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容器に使用する包装材料の選定

から廃棄に至るまで、環境への取り

組みを行っています。素材の単一化

や、廃棄時に簡単に容器のカサを

減らすことも取り組みのひとつです

（→「環境報告書2007」）。詰め替え

品種の提供のほか、瓶入品種につ

いては、小さな力でも開けられるよ

うに改良しています。また、目の不自

由な方の立場に立って、点字表記

を行いました（瓶入品種のみ）。

環境・人にやさしい
容器包装をめざして

お客様が商品購入時や使用時に

混乱しないようパッケージを通じて

必要な情報をわかりやすくお伝えす

ることを心掛けています。最近では

誇大広告が与える社会的な影響が

叫ばれており、味の素（株）では法令

遵守の観点での表現のチェックにと

どまらず、例えばアレルギー物質表

示が義務づけられている5品目に加

え、表示が推奨されている20品目す

べての表示を一表にするなど、分か

りやすく記載しています。また、実際

にお使いいただいたお客様の声に

耳を傾け、味や容器包装改善の参

考にさせていただいています。

商品を通じた
お客様とのコミュニケーション

新「ほんだし®」（9月発売予定）

お客様のもとへ 

使 

用 

購 

入 

廃 

棄 

健康に対する意識が高まる中、
「塩分を控えたい」というお客
様の声を受け、味の見直しを
行いました。

レシピの紹介

お客様の
コミュニケー
ション窓口

25品目の
アレルギー
表示一覧

原料に使用して
いる“かつお節”
についての説明

裏面  

側面  

お客様のご意見にお応えしました。
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次世代法の趣旨実現に向けた取り

組みの一環として、2007年3月に「従

業員座談会」を開催しました。仕事と

家庭の両立の実態を把握するととも

に、それを支える会社の各種制度の

充実度を確認すること、またどのよう

なビジョンのもとに「働きやすい会

社」を目指していくかのヒントを掴むこ

とが目的です。参加者は、男性／女

性、一般職／基幹職、制度利用者／

利用予定者を含めた9名で、「仕事と

家庭を両立しながら一人ひとりが活

躍できる会社になるために」をテーマ

に、意見交換を行いました。

従業員座談会開催

次世代育成支援対策推進法の趣旨実現に向けて

味の素グループは、次世代育成支

援対策推進法（以下、次世代法）の

制定をきっかけに、グループ全体で

どうすれば「より働きやすい」「一人ひ

とりがいきいきと働ける」会社になる

のか、望ましい会社の姿とはどのよう

なものなのかを改めてしっかり考え、

具体的な施策を行っていく必要があ

ると認識しています。

味の素グループの大切な財産であ

る「従業員」の働きやすさを考えるこ

とは、重要な課題であり、そのため、

早急に答えを出すのではなく、従業

員と向き合い、じっくり取り組むこと

にしました。まずは現状把握の第一

歩として、味の素（株）における「働き

方」について、味の素（株）の従業員

座談会を開催し、従業員の生の声

を聞きました。

「働いて良かったと思える会社」の実現に向けて
特集３：従業員と考える

味の素グループにとって、従業員は大切なステークホルダーです。
一人ひとりが、自分の能力を十分に発揮し、グループ従業員同士が協力し合い、
働く仲間と喜びを分かち合える会社を目指しています。3

次世代育成支援対策推進法とは…

2003年7月、次世代育成支援対策

推進法（次世代法）が制定されまし

た。日本では少子高齢化が急速に進

行し、経済社会に深刻な影響を与え

ることが懸念されています。そこで次

世代法は、次の世代を担う子どもたち

が健やかに生まれ育つ環境をつくる

ために、国、地方自治体、事業主、国

民が担う責務を明らかにし、10年後

の目標とそれに向けた施策を策定し

た上で、集中的かつ計画的に施策に

取り組むために作られたものです。

味の素グループでは、この次世代

法の趣旨の実現に向け、さまざまな

取り組みを進めています。

味の素（株）の従業員９名が参加。 司会進行：株式会社クレアン薗田綾子氏

代表的な意見
味の素（株）の
制度について

制度は充実している／個別対応が充実している

上司の理解がある／
ストレスがある（上司の意識、周囲への引け目）

キャリアと育児を両立させたい／
結局二者択一せざるを得ない

みんながワーク・ライフ・バランスを考える風土を持つ会社
逞しい会社、世界中で活躍できる会社

制度利用時

仕事と家庭の
両立について

将来の味の素グループの
あるべき姿
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グループマネジメント

グローバリゼーションが急速に進

む中、世界各地で事業活動を展開

する味の素グループは、人材の育成、

人員配置もグローバルで考えていく

必要があると認識しています。そして、

その実現に向け、以下3つの施策に

取り組んでいきます。

●グループ内での次世代ポリシー

の共有

●より活発な人材交流の実現

●味の素グループとしての、育児、

介護・看護関連制度など統一の

イメージの共有

具体的な取り組み

●「仕事と家庭の両立支援」のために

「雇用環境」の整備

現行制度に関する理解度や浸透

度の濃淡を解消するため、昇格者

研修や階層別研修など各種研修の

場に「次世代」のテーマを盛り込み、

育児や介護・看護に対して、より高

い意識を持つ風土の醸成に努めて

います。また、従業員の生の声を聞

き、課題解決に向けた仕組みの構

築や、「仕事と家庭の両立を支援す

る制度」の使い勝手の向上にむけ、

現行制度の拡充の検討を労使で続

けています。

●職場全体の「働き方の見直し」

多様な「労働条件」の整備

時間外労働の削減や有給休暇の

取得率向上をはじめとする総実労働

時間の削減に向けた具体的な施

策、および人事諸制度における、新

しい働き方の導入を労使で検討し

ています。

育児や介護・看護に関しては、全

従業員誰もが気兼ねなく制度を取

得し、ワーク・ライフ・バランスを実

現できるようにします。また、育児や

介護・看護事由に携わっていても、

人材育成できるような仕組みの構築

を目指します。

近年、日本政府も、より働きやす

い労働環境の整備に向け、さまざま

な施策を打ち出してきました。このよ

うな状況の中、味の素グループとし

ては、法に対応するのはもちろんの

こと、企業でできることを明らかにし、

関連法の趣旨実現を企業戦略とし

て位置づけるべく、基本となるポリ

シーや具体的な取り組み内容、スケ

ジュールを明らかにしていこうと考え

ています。

味の素グループ次世代ポリシー 味の素グループの次世代ポリシー

雇用機会均等法への対応

育児・介護休業法への対応

次世代法への対応

●法対応

ポジティブアクションの推進

休業・短時間勤務制度の拡充

ワーク・ライフ・バランスの実現など

●企業戦略

味の素（株）は、次世代法に基づいて策定する行動計

画のみならず、これまでの労使協議や検討内容をベース

に、より良い会社となるための取り組みをこれからも推

進していきます。

味の素（株）執行役員人事部長　岩本　保

基本的な考え方

味の素グループは、出産・育児や介

護・看護事由を抱えながらも就業意思

を持ち、成長意欲のある社員、および

その社員を側面から支える職場の仲

間の仕事と家庭生活の両立を支援し

ていく。

取り組み方針

「両立支援」、「多様性」、「ワーク・ライ

フ・バランス」、「男女共働」などをキー

ワードに、全従業員が次世代法の趣

旨実現を図れるような取り組みを推進

する。

目指す姿 「働いて良かったと思える会社」の実現
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マネジメント

マネジメント体制
味の素（株）は、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営における重要課題と位置付け、
グループ全般にわたる企業価値の向上を目指しています。また、「味の素グループ行動規範」などを通じて
各種法令の遵守、企業倫理の定着を徹底するよう努めています。

コーポレート・ガバナンス

味の素（株）は、競争力強化、企業の社会性の観

点から、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を、

経営の最優先課題と位置付けています。日本型経

営の良い側面を残した実効性のある執行とその監

督の体制を作り上げ、グループ経営全般にわたる

企業価値の向上を目指します。

【取締役会・経営会議】

取締役会は、取締役会長が議長を務め、経営の

最高意思決定機関として、法令・定款に定める事項

ならびにその他重要事項の決議や、取締役・執行

役員の業務の監督をしています。経営会議は、取

締役役付執行役員で構成され、最高経営責任者が

議長となり、経営に関する基本方針を協議し、業

務執行に関する重要事項を決定しています。

【監査体制】

監査役5名（うち社外監査役3名）を設置し、監査

役監査を実施しています。監査部は、内部監査規

程と監査計画に従い、業務運営組織に業務監査を、

関係会社に経営監査・業務監査を実施しています。

【指名・報酬】

役員の指名および報酬の透明性と客観性を高め

るため、社外取締役を含めた取締役数名で構成さ

れる役員等指名諮問委員会と役員等報酬諮問委員

会を設けて審議しています。

リスクマネジメント

味の素グループでは2002年にリスクマネジメント

委員会を設置し、JIS Q（日本工業規格の管理シス

テム）に則ったリスクマネジメントを徹底しています。

危機が発生した後の対応ばかりでなく、未然にリス

クを発見することも目的としています。

その一環として、地震発生時に社会および業績

への影響を極小化するためのBCP（事業継続計画）

を策定しています。特に医薬関連などの、社会的

責任が大きい商品や影響度が高いものは優先して

検討し、情報や物流の確保など、その対処に必要

な施策を計画的に進めています。

体 制 図 

  ＊ 取締役兼任者 
※1 味の素冷凍食品（株）、味の素ベーカリー(株） 
※2味の素ゼネラルフーヅ（株）、カルピス（株）、（株）J-オイルミルズ

内 部 統 制  
・  

リスク管理  

経営･監督  
取締役会  

最高意思決定機関
業務執行の監督 

執行役員  

業務の執行 

業 務 執 行  
経営会議  

経営に関する 
基本方針の決定 

重要な事項の決定 

関係会社 

提携事業 

関係会社 

分　社 

関係会社 

カンパニー 
執行役員 

関係会社 

コーポレート 
執行役員 

※2 ※1

経営会議  

常務執行役員 ＊ 

専務執行役員 ＊ 

副社長執行役員 ＊ 

最高経営責任者（＝取締役社長） 

監査部 企業行動 
委員会 

投融資・ 
事業審査 
委員会 

リスク 
マネジメント 
委員会 

取 締 役 会  

取締役会長 

社外取締役 

社内取締役 

監査役会 

社内監査役 
社外監査役 

監査役室 

役員等指名 
諮問委員会 

役員等報酬 
諮問委員会 

株  主  総  会 
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企業行動委員会

行動規範の周知徹底と、行動規範に則った企業

活動が行われているかをチェックする組織として、

1997年５月に味の素（株）企業行動委員会を設立し

ました。現在では主要なグループ各社にも企業行

動委員会を設置し、遵法性はもちろん、良き企業

市民としての倫理性の観点からの取り組みをグル

ープ全体で行っています。

また、「公益通報者保護法」の施行もふまえた規程

の見直しを行い、従来からある「ホットライン」を社内通

報の柱として位置づけ、周知の徹底を図っています。

研究開発コンプライアンス

味の素（株）では、日々の研究開発において、関

連する法令を遵守するのはもちろん、それを補完す

る目的で、さまざまな基準・規程の整備や、研究者

への教育に努めています。実験を行うにあたって

は、その計画段階から実験に用いる道具や材料、

操作について法令上の確認をするとともに、必要

に応じてあらかじめ設置された各種委員会による

審査を行っています。また、審査委員会としてはバ

イオセーフティー実験安全委員会などを設置してい

ます。

社内情報漏えい防止
－情報セキュリティについて

技術的対応のみでなく、味の素グループ情報セ

キュリティポリシーの下、会社情報取扱ガイドブッ

ク（2005年改訂版）を用いた教育により、グループ

の情報セキュリティについての周知を推進していま

す。皆様の安心のために、一層の努力を続けてい

きます。

品質保証体制強化

安全で高品質な商品・サービスの提供を目指し、

味の素グループ品質方針の下、全商品・サービス

を対象とした独自の品質保証システム「アスカ」（→

P.31）を運用しています。さらなる安全・安心の確

保に向けた世界トップレベルの品質保証体制の構

築を目指していきます。

コンプライアンス体制

味の素グループは、2000年に「味の素グループ

行動規範」を制定しました。教育・研修の充実やマ

ニュアルの配布、社内イントラネットを使ったメッセ

ージ発信（下右）やeラーニングなどを通じて、行動

規範や各種法令が遵守されるよう徹底しています。

また、アンケートや職場での検討会などの定期的

なモニタリングを通じて、遵守状況の確認や問題

点の洗い出しを行っています。問題点への対応は、

全社的課題は企業行動委員会が、個別的課題は、

総務・リスク管理部や法務部などの各業務運営組

織が分担して行います。

委員会説明図 

味の素（株）経営会議 

企業行動委員会 

味の素グループ会社 
（窓口：企業行動委員会事務局） 

味の素（株）各事業所 
（窓口：総務人事担当部門） 

1997年5月設置 

※ ホットライン：グループの全構成員を対象とした、不正通報および相談受付ツール。 
　 利用者はプライバシーを保護され、不利益な取り扱いを受けることはありません。 

※リスクマネジメント
委員会事務局と 
兼務 

事務局 
（総務・リスク管理部） 

1. 企業倫理・規範の周知徹底 

2. 規範関連テーマへの対応 

3. 教育・啓発 

4. 規範および関連ツールの管理 

ミッション 

委員長：副社長 
委　員：17名（労組代表1名含む）

監査役、専任取締役 各1名
オブザーバー参加 

開　催：3カ月に一度 

構　成 

（報告・指示） 

ホットライン ※ 

「Ajinomoto Group
Principles」（AGP）冊子

パソコン起動時に立ち上がる「AGP」に関する
メッセージ（週替わり）



品質監査体制の変更
カンパニーによる「アスカ」活動の充実

味の素グループは、「アスカ」による品質保証活

動の進捗状況を把握するため、過去5年間にわたっ

て、グループ全組織対象の品質監査を実施し、その

結果カンパニー・関係会社の品質保証体制の充実

を確認しました。これを受け、2006年度は品質保

証部による監査活動を徐々にカンパニー・関係会

社に移行しました。監査体制をカンパニーごとに拡

充することで、お客様の各種ご要望に、より迅速・

的確にお応えできます。味の素グループは今後、グ

ループ会社経営幹部の品質教育の強化や、各カン

パニー・関係会社の品質保証活動状況を定量的に

把握するシステムの確立など、グループのさらなる

品質向上を目指します。

原料サプライヤー、製造委託先への監査
原料の安全性とトレーサビリティの確保は、サ

プライヤー様をチェックし、適切な取引先様を選定

するだけではできません。味の素グループは、サプ
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社会性報告

安全・品質向上への取り組み
味の素グループにとって、商品の安全と品質に万全を期するのは当然の取り組みです。
お客様に安心していただけるよう、安全・品質向上の取り組みに努めていきます。

味の素グループの品質保証体制

味の素グループは｢味の素グループ経営基本方針

（→P.8）｣のなかで、“安全で高品質な商品･サービス

の提供”を明記しています。この姿勢のもと、｢味の素

グループ品質方針」を制定、全商品･サービスを対象

にした独自の品質保証システム｢アスカ（ASQUA）：

Ajinomoto System of Quality Assurance｣で、原材

料調達から販売まで厳格な品質保証を実施してい

ます。｢アスカ｣を活用することで、自主的な品質保

証活動を推進するとともに、お客様からのご指摘･

ご要望などを速やかに事業活動や商品、サービス

の改善に生かしています。

お客様 品質保証体制図 

ご指摘・ご要望など 

味の素グループ 

品質保証部 

品質監査 

味の素（株）品質保証会議 

味の素グループの 
品質保証規定、方針・目標 

カンパニー・関係会社 

その他 支社 事業部 研究所 工場 

各カンパニー（商品群）の規定 

議長 品質保証担当役員 

メンバー ●生産技術統括担当執行役員 

 ●経営企画部担当役付執行役員 
 ●広報・CSR部担当役付執行役員 

 ●関係会社事業推進部担当役付執行役員 

 ●各カンパニープレジデント 

 ●特別指定単位組織の担当役付執行役員 

 ●議長が指名する関係会社の社長 

メンバー以外の参加者　議長が認めた者 

事務局 品質保証部 

開催頻度 原則2回／年。必要な場合には臨時に召集 

▲
 

理念

私たちは、安全で高品質な商品・サービスを通して、
世界のお客様のよりよい生活に貢献します。

方針

1.私たちは、お客様の要望に真摯に耳を傾け、お客様
に満足いただける商品・サービスをお届けします。

2.私たちは、適切な情報を積極的に提供し、お客様の
信頼にお応えします。

3.私たちは、安全性については妥協すること無く可能
な限りの調査・研究を尽くし、関連する法律を遵守
し、常に一定品質の商品・サービスをお届けします。

4.私たちは、国際基準であるISOの考え方を基本にし
た味の素（株）品質保証システム【アスカ】で品質を
保証します。

5.私たちは、経営のリーダーシップのもと、研究・開発
から生産・物流・販売・サービスに至るまでの社員
一人一人が、安全で高品質な商品・サービスの提供
に最善を尽くします。

味の素グループ品質方針
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ライヤー様とともに互いの品質保証レベルを高め、

製品を作り上げていくことが重要だと考えます。

味の素（株）食品カンパニーは、アスカで定めら

れた｢原材料品質要求事項｣を各サプライヤー様へ

提示し、原料サプライヤー様の品質マネジメントを

監査し、改善の必要なサプライヤー様への指導を

行っています。また、数十社の原料サプライヤー様

を集め“サプライヤーミーティング”を開催し、味の

素グループの要求事項の共有化を行うとともに、相

互のコミュニケーション向上を図っています。2006

年度以降は、新規サプライヤー様や原料の品質ト

ラブルが発生したサプライヤー様に対して、重点的

に活動を行っています。製造委託先に対しても同

様の考え方で、「製造委託品・購入品品質要求事項」

を提示するとともに、委託先への訪問、指導を強化

しました。

品質保証に対する従業員教育

■アスカ学校 in バンコク

2007年3月26～28日に、タイ・バンコクで、東南

アジア地域味の素グループ法人の品質保証担当者

を対象に、「アスカ」の定着に向け社内監査員養成

の実習教育、「アスカ学校」を開催しました。参加者

はアスカについての講義の受講、ISO9001ベース

の品質監査技術について学んだ後、少人数のチー

ムに分かれて、バンコク近郊の原料サプライヤー6

社を実際に監査しました。タイ、インドネシア、マレ

ーシア、フィリピン、シンガポール、ベトナム、日本

の14グループ企業の品質保証担当者や原材料購買

担当者20名がこの学校に参加し、品質監査員とし

てのスキル向上とともに、従業員間の交流を図る

ことができました。

商品回収の仕組み

味の素グループは、商品の安全性に関して、万一

の場合を想定した商品回収の仕組みを構築してい

ます。緊急情報を入手した場合、味の素グループ

の「品質緊急対応判断基準」に照らして情報を評価、

｢品質緊急対応会議｣を開き、対応方法などを討議･

決定･実施します。

■「味の素KKアジアめん」を自主回収

2007年１月に厚生労働省が発表した『安全性未審

査の中国産遺伝子組換え米の混入事例について』

の中で、「味の素KKアジアめん」に米麺を供給する

メーカーが当社向けに中国から輸入した米麺の一

部に、食品衛生法では認められていない遺伝子組

換え米が混入していたことが公表されました。当該

の米麺は当社へ納入されておりませんでしたが、こ

の遺伝子組換え米の混入原因が不明であること、

また本件に関わる輸入検査が2006年９月以降に開

始されたことから、既に国内で販売した「味の素KK

アジアめん」の米麺に遺伝子組換え米が混入して

いるものが全くないとは言い切れないため、万全を

期して「味の素KKアジアめん」対象商品の自主回収

を実施しました（消費者回収数量；8,522食／

流通・在庫品回収数量；532,071食）。

今回の件を教訓とし、使用する原材料のリスク

解析と評価を改めて行うとともに、適正でかつ安心

できる原材料を恒常的に調達する体制を整え、一

層の品質管理に取り組んでいく予定です。

アスカ学校の講義の様子
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社会性報告

お客様とのリレーション
味の素グループは、お客様によりご満足いただける商品・サービスを、
お客様とともに考えていくことで、世界中のお客様の生活の質の向上に貢献します。
そのためのお客様とのリレーションをさらに進めます。

「お客様満足意識」を持った企業を目指して

味の素グループは、味の素グループ経営基本方

針（→P.8）のなかで、事業姿勢としてつねに“お客

様第一”を心掛けることをうたっています。従業員

一人ひとりが「お客様満足意識」を持った企業を目

指しています。

お客様相談センターの活動

味の素（株）お客様相談センターは、お客様からい

ただく情報を収集・分析し、経営層や各事業部門へ

のフィードバック、消費者や社会への情報発信を行

います。これらの活動は、各事業部門が商品やサー

ビスに新しいニーズを的確に反映させることを可能

にしています。また2006年6月に「ISO10002：2004

（品質マネジメント －顧客満足－ 組織における苦

情対応の指針）」の自己適合宣言をし、「お客様満足

推進方針」と「お客様満足行動指針」を定めました。

この基本姿勢をもとに、「ISO10002」というマネジ

メントシステムを運用していくことでお客様対応部

門の機能を高め、お客様満足を追求していきます。

■お客様の声を反映する仕組み

味の素（株）お客様相談センターでは、お客様か

らのお問い合わせやご指摘・ご要望に「正確・迅

速・親切」にお応えするよう努めています。そして、

お客様の声を商品やサービスの改善・開発に確実

に反映する仕組みを整えています。

お客様満足推進方針

私たちは、お客様の声に素直に耳を傾け、お客様の目線

で考え、知恵を結集し、お客様にご満足いただける商品・

サービスを提供します。そして、お客様に信頼される誠実

な企業をめざします。

お客様満足行動指針

（1）私たちは、お客様に、安全で安心してお使いいただける

商品・サービスを提供します。

（2）私たちは、お客様からのご指摘、ご要望、お問い合わせ

に、正確・迅速・親切にお応えします。

（3）私たちは、お客様からいただいた貴重な声を、より価値

ある商品・サービスに反映するように努めます。

（4）私たちは、お客様に、適切な情報を積極的に提供します。

（5）私たちは、お客様の権利を保護するため、関連する法規

および社内の自主基準を遵守します。

お客様相談センター

■家庭用商品全般 70120-688181
■アミノ酸（甘味料／「アミノバイタル®」）70120-160505

お客様と当社を直接結ぶ重要な情報パイプ
お客様相談センター

http://www.ajinomoto.co.jp/okyakusama/

お客様の声を事業に反映する仕組み 

お客様 

お客様相談センター 

事業部門 

お問い合わせ・ご指摘 

お客様の声読み込み 

緊急の場合 

担当者 

R&Dセンター・工場 

企画 

製造 

開発 販売 

お客様の声読み込み 
会議（毎月） 

随時協議 

お客様の声活用会議 
（四半期ごと） 

商
品
改
善
・
商
品
開
発
に
よ
る
お
客
様
満
足
の
向
上 

▲
 

http://www.ajinomoto.co.jp/okyakusama
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また味の素グループ全体の活動として、2006年

10月、ステークホルダー・ダイアログ「お客様満足

の向上について」を開催しました（→P.11）。このダ

イアログにおいて、社外有識者の方々から、消費

者・お客様とのコミュニケーションに関する課題の

指摘がありました。味の素グループは、今後このよ

うなダイアログを定期的に開催して、さまざまな課

題を共有し、改善につなげていきます。

2006年度は、同センターに約4万件の受信があ

りました。今後、グループ／グローバルの視点に立

って、海外のグループ企業のお客様対応部門との

連携も検討していきます。

■お客様相談センターで1日体験実習

味の素（株）では、人事部研修の一環として、従

業員の「お客様相談センター1日体験実習」を実施

しており、2006年度は127名が受講しました。同セ

ンターでお客様と直接応対する機会を持つことで、

お客様の信頼に応えることの大切さを従業員が再

認識しています。2007年度は営業部門や生産部門

などに携わる実務者を対象に行う予定です。

■個人情報の管理体制

味の素グループは、個人情報保護法施行後の発

生事故（キャンペーン当選者個人情報の漏洩）を踏

まえ、社内の体制・対応の見直しだけでなく、外部

サービス活用時の契約・管理体制点検にも力を注

ぎ、安全・安心を確保すべく努めています。

特に情報システムの運用・保守をしている味の素

システムテクノ（株）では、ISMS※認証を取得し管理

体系の整備を行うだけでなく、許可された者のうち

の２名が相互牽制して個人情報に関する作業をす

るなど、人的側面も考慮した対応を取っています。

技術進歩に遅れないよう、今後も最新の状況に

応じた技術的・人的対応を取り、外部サービス提

供会社とも協力して、皆様にご安心いただけるサー

ビスを提供することに努めていきます。

従業員が体験実習をしている様子

「お客様の声」の概要 

全 体 

▲
 

ご指摘 6%

品種・価格 10%
原料・製法 8%

安全性 5%

栄養成分 4%

販売施策 
3%

ご提案 1%
ファンレター 1%

お問い合わせ内訳 

お問い合わせ 
80%

賞味期限 
19%

ご要望 
12%

約4万件 

取扱店 
11%

その他 
30%

使用方法 
10%

※ Information Security Management System：情報セキュリティマネジメ
ントシステム
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社会性報告

取引先様とのリレーション
味の素グループは2006年5月に「味の素グループ購買基本方針」を新たに定めました。
あらゆる購買取引において取引先様との信頼関係構築に努め、
その理解と協力により企業活動のすべての領域でともに社会的な責任を果たしていきます。

取引先様との協働体制構築への取り組み

購買取引は原料や包装材料の購買のほか、建

設・工事の発注、各種の業務委託など企業活動全

般において多岐にわたって行われています。公正

な購買取引を行う意味では、どの領域の取引先様

も等しく重要です。その中でも味の素グループと一

体となり、商品のサプライチェーンを形成する原材

料のサプライヤー様とは相互に「パートナー」であ

るとの認識を持って、品質保証活動を中心に密接

な連携を取っております。

販売取引における販売店様、ユーザー様などの

取引先様に対しては、独禁法遵守など公正な取引

を約束するとともに、味の素グループと消費者を結

ぶサプライチェーンの重要な構成者としての役割を

担っていただいています。

「味の素グループ購買基本方針」の浸透

2006年5月に「味の素グループ購買基本方針」を

制定しました。購買取引を行う際に留意すべきコ

ンプライアンスと企業倫理を確認し、購買取引の

業務プロセスを正しく運用することを目的としてい

ます。併せてこの購買方針の理解と協力を取引先

様に求めています。

味の素（株）購買部は、2006年6月以降、味の素

（株）各部門とグループ各社に、購買取引の現状把

握と購買基本方針実現に向けた課題抽出のための

アンケート調査をしました。その結果、緊急に対応

すべき課題は報告されませんでしたが、サプライヤ

ー様の状況把握はさらに必要と認識しました。次の

段階としてサプライヤー様へのアンケート調査を検

討しています。

また、この「味の素グループ購買基本方針」に則

った購買取引を定着させるため、味の素（株）とこ

の購買方針を適用する関係会社は、必要な規程や

関連基準類を整備し、運用していきます。

味の素グループは、すべての購買取引において、公
正・公平・透明・簡素を心掛け、お客様をはじめ、す
べてのステークホルダーの方々から信頼を得られるよ
う、取引先様をビジネスパートナーとして、法令を遵
守し、契約を履行し、合理的に業務を遂行します。

１．遵法・購買倫理

・購買取引に関連する関係各国の法令、ルールを遵守し、合
わせて「味の素グループ行動規範」、その他該当する社内諸
規定に則り良識ある行動をします。

・購買取引において取引先様との契約を誠実に履行します。

・購買取引において知り得た情報については、その重要性を
よく理解し、機密保持に努めます。

・購買取引は、公正・公平・透明・簡素な業務手順により行い
ます。

２．購買取引の原則

・経済的な合理性に基づき、適正価格での取引を行います。

・取引先の選定にあたっては、価格、品質、納期の他、技術力、
安全性、実績等も合わせ総合的に検討し、決定します。不
採用の場合、要望によりその理由を説明します。

・購買取引は原則として複数見積比較（入札等）に拠り行います。

・新規取引希望については門戸開放を原則とし、採用基準を
満たした候補について適当な取引先選定の機会に参加して
いただきます。

・取引先様と共同でのコストダウン取り組みについては評価
採用のルールを定めて積極的に推進します。

３．購買取引におけるCSRの実践

・原材料等の購買取引は、商品の品質・安全性確保のため関
連する法令、「味の素グループ品質保証規則」および関連す
る諸基準を適用します。

・地球環境保護のため、「味の素グループ　グリーン調達ガイ
ドライン」に則り、グリーン調達を推進します。

・直接購買する対象がその生産、流通にあたって児童労働、
不法就労等の人権侵害に関わるものでないことを確認します。

４．取引先様への要請

・取引先様に対し、本「味の素グループ購買基本方針」の趣旨
の理解と、共にサプライチェーンを構成するビジネスパート
ナーとしての協力を要請します。

・取引先様に対し、法令、ルールの遵守徹底、特に自由競争
を阻害する行為（価格カルテル等）については厳格な対応を
要請します。

・取引先様に対し、経済合理性に裏付けられた合理化等各種
提案の促進を要請します。

・取引先様に対し、CSR経営推進についての趣旨ご賛同と、
原材料等の品質・安全確保、グリーン調達、人権擁護の諸点
について協力を要請します。

味の素グループ　購買基本方針
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公正な取引の実現

味の素グループは、公正で自由な競争を前提と

した自由経済システムを支持する立場から、独占禁

止法および各国の類似法令、それらの諸規程を遵

守することを基本方針としています。

味の素（株）は「独占禁止法ガイドライン」を定め、

グループでの遵守徹底を図っております。国内外

における販売取引において想定される事項につい

て具体的な行動指針を示し、それに違反した場合、

会社による処分を行うことを明示しています。

「味の素グループ購買基本方針」では、購買取引

先様も、当社グループの基本方針を理解し、独占

禁止法の遵守徹底に協力していただくよう強く求め

ています。

取引先様との協働による品質保証活動

■品質監査

原材料の購買部門である味の素（株）購買部と食

品原料部は、品質保証活動として、品質規格の確認、

取引先様への品質監査の実施、発生した品質クレ

ームへの対応などを品質保証システム（→P.31）に

則して行っています。品質監査は味の素グループ

の品質保証の考え方を取引先様に理解していただ

く重要な機会であり、2006年度の原材料取引先品

質監査の実績は下表の通りです。食品原料部が属

する食品カンパニーは2007年度より新しく適用す

る「原料サプライヤー管理・監査ガイドライン」に則

って監査を行いました。

2006年度原材料取引先品質監査実績

■サプライヤーミーティング

味の素（株）食品原料部では2005年度から2006年

度にかけて、食品の品質管理に関して主要取引先様

へのヒヤリング調査を行いました。これは2006年5月

29日適用の「食品に残留する農薬等に関する新しい

制度（ポジティブリスト制度）」導入の影響と対応につ

いて意見交換を行い、同制度への移行に取引先様と

ともに備えるためです。この活動を通じて得た知見を

もとに、消費者の方々、販売店様、ユーザー様からの

問い合わせなどに的確に対応することができました。

取引先様との関わり

■取引先様とのコミュニケーション

味の素（株）購買部は、2007年4月に原材料の取引

先様を対象に味の素（株）購買部ホームページを開設

しました。「味の素グループ購買基本方針」や購買取引

における各種手順、提出書類のフォームなどの掲示や、

従来報告書として提出の取引先調査書を直接入力し

ていただくことで、双方の業務を効率化することがで

きました。今後もさらに活用方法を検討していきます。

■アミノ酸系パーソナルケア素材の有用性の
理解拡大へ

味の素グループは1972年に低刺激性洗浄剤「ア

ミソフト®」を発売して以来、低刺激で肌と髪に優し

く、生分解性が高く地球環境に優しいアミノ酸系パ

ーソナルケア素材を販売しています。この特性や有

用性を科学的に理解していただくため、国内の取引

先様向け説明会を定期的に行っています。2007年2

月に大阪、3月には東京で、それぞれ2日間にわたり

スキンケア・ヘアケア用途への応用をテーマに開催

し、延べ375名が出席しました。今回で大阪は7回

目、東京は4回目の開

催となり、今後もこのよ

うな取り組みを通じて

アミノ酸系パーソナル

ケア素材の有用性の

理解拡大に努めます。

実施部署 監査品目 監査件数（件）

購買部 原料関係 41

包装材料 44

医薬信頼性保証部 医薬原料 2

医薬包材 3

食品原料部 食品原料 18

「アミノ酸およびアミノ酸系化粧品原料に
関する説明会」の様子



人事に関する考え方

味の素グループは、グループ従業員に期待する行

動指針、価値基準やグループの人事戦略のベースと

なる基本方針を人材バリューと人事ポリシーからな

る「味の素グループ人事理念」に定めています。「あ

なたは、味の素の『あしたのもと』です」という考え

方を柱に、求める人材像を明確に打ち出し、世界に

通じる人材の育成や人事施策を実施しています。

従業員数

地域別基幹職数

障害者の雇用

退職者（再雇用者）

全体

全体
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社会性報告

従業員とともに
味の素グループは、世界23の国と地域で事業展開するグローバル企業です。
グループ全体で世界に通じる人材を育成するため、
人事や職場環境、教育制度の充実に努めています。

味の素グループ 地域別人員構成

すべての人を公平に雇用

味の素グループにおける雇用（採用）は、「味の素

グループ行動規範」の中でも規定しているように、

事業を展開する国や地域の法規を遵守し、その文

化・習慣を理解、尊重した上で、人種、民族、国籍、

宗教、信条、出身地、性別、年齢、身体障害などに

基づく差別行為を禁じています。

個人の価値観・能力を尊重し、すべての人を公平

に扱った上で、「独創性の重視」、「地球規模の発想」、

「共に働く喜び」といった味の素グループの「人材

バリュー」に合致した人材を、グローバルかつ積極

的に雇用していきます。

シニア人材再雇用制度

シニア人材再雇用制度は、味の素（株）を60歳で

定年退職する一般職および基幹職（出向者を含む）

の再雇用希望者全員を対象とし、「心身ともに健康

であり、就業できる状態である」ことを唯一の雇用

条件として2006年4月から導入、スタートしました。

本制度は、個人の希望と職場のニーズを踏まえ

た上で、定年までに蓄積した個人の“強み（スキル、

専門性）”を生かすという積極的な人材活用にあり

ます。60歳定年時の役割区分に関係なく、企業と

しての競争力視点から配属が決まり、相当する職

務に応じた適正な処遇をすることを基本としていま

す。2006年度は対象者97名中75名の希望者が本

制度により再雇用されました。国内グループ各社

も本制度を導入し運用開始しています。

2007年3月31日現在 合計24,733人 

日本 40%

アジア 41%

海外の非日本人 
役員比率  28％※ 

※海外連結子会社の役員数に占める非日本人役員の率 

欧州 8%
米州 11%

味の素グループ

内 味の素（株）

24,733人

3,531人

15,737人

2,575人

8,996人

956人

味の素（株）

国内グループ会社

97人

62人

定年 自己都合

男

男

再雇用

女

女

76人

171人

75人

41人

味の素（株） 76人（雇用率1.8％）

日本

アジア

欧州

米州

合計

1,879人

775人

270人

242人

1,818人

590人

218人

208人

61人

185人

52人

34人

3,166人 2,834人 332人

「味の素グループ人事理念（和・英）小冊子」

2007年3月31日現在
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働きやすい職場づくり

味の素（株）では、2004年4月に育児関連の制度

を大幅に改定したのを皮切りに、従業員が出産・

育児、介護・看護などに携わりながら職場で継続的

に能力が発揮できるよう、仕事と家庭の両立を支

援する制度を整えています。

「育児休職制度」「育児短時間勤務制度」「子供看

護休暇」などを定める際には、ヒヤリングやアンケ

ートから従業員の声をできる限り反映し、実際に利

用しやすいように制定・改定しています。妊娠から

育児期間まで利用できる制度を、時系列で説明し

た「育児ハンドブック」は、制度を利用する従業員

だけではなく、上司や同僚に制度への理解を促す

手引きとしても活用されています。

2007年4月には新たに「看護短時間勤務制度」

（2007年5月29日現在2名申請中）を導入しました。

この制度は、対象家族の要看護状態が解消される

まで取得することができるなど、今後ますます高ま

るであろう従業員のニーズを最大限反映させた内

容となっています。

味の素（株）では、制度を拡充させるだけでなく、

各種研修時に必ず「次世代」に代表されるテーマを

盛り込むことや、基幹職対象の説明会を実施する

などして、職場での理解浸透や、制度の普及・定着

を目指して取り組んでいます。

メンタルヘルスケアへの配慮

味の素（株）では、「自分の健康は自分で守る」、

つまり「セルフケア」という考え方の下、心の健康

問題の早期発見のため、8名の産業医と9名の保健

師・看護師が常時相談受付体制を整えています。

年1回国内全従業員と面談を行い、従業員の心

身の健康状態へ自律的な理解を促進しています。

また、海外勤務者についても産業医が事業所を巡

視するなど、ケア強化を図っています。

今後も心身ともに健康で自律した従業員育成に

向け、健康推進活動を展開していきます。

味の素（株）の仕事と家庭の両立を支援する制度

発明補償制度

味の素（株）は、「技術立社」の基盤を強固にする

ため、独創的な技術やコンテンツ、ブランドなどの

知的財産権の保護や有効利用に取り組んでいます。

従業員が会社に譲渡した職務発明には、「出願補償

金」が支払われ、その職務発明が登録されると「登

録補償金」、さらに実施されると「実施補償金」が支

払われます。また、職務発明によって会社が多大な

利益を得た場合には、発明者に「実績補償金」が支

払われます。

制度 内　容 取得人数

データは、2006年4月1日～2007年3月31日

育児休職
制度

育児短時間
勤務制度

子供看護
休暇

看護休職
制度

有給休暇
保存積立
制度

産後休暇終了日の翌日から、最長で
子供が満1歳になった後の最初の4月
末日まで取得できる。（法定に基づく6
ヶ月の取得期間延長あり）

1日あたり2時間20分の短縮を限度と
し、子供が小学校4年生に進級する
までの通算4年間、取得することがで
きる。

中学校に入学するまでの子を養育す
る従業員は、子供一人当たり一年度
に10日間の休暇を取ることができる。
半日単位の取得も可能。

配偶者、父母、子、同居または扶養し
ている2親等以内の親族を看護するた
めに、1年間を上限として取得すること
ができる。

配偶者、父母、子、同居または扶養
している2親等以内の親族の私傷病
によって、従業員本人の看護が必要
な場合、およびそれらの親族の私傷
病により定期的な通院に従業員本人
の介護が必要な場合に、積み立てて
おいた有給休暇を使用することがで
きる。半日単位での取得も可能。

75人
（内男性1人）

77人

19人
半日：31回
１日：90回

1人

30人
半日：25回
１日：92回



マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

お
客
様
／
品
質

取
引
先
様

地
域
／
社
会
貢
献

地
球
環
境

従
業
員

39 味の素グループ CSRレポート2007

安全な職場づくり

味の素グループは、防災安全基本理念と方針を

定め、安全に対する考え方を従業員と共有してい

ます。「味の素グループ防災安全基本方針」は、ライ

ン主導での安全の向上を明確にしており、この考

えの延長にコーポレート、カンパニー、分社の最高

責任者による「防災安全会議」があり、次年度の目

標などを決定します。

2007年度 防災安全衛生活動目標

味の素グループは、2006年度の防災安全目標を

「死亡災害の撲滅」「重大災害の1/2化」としていまし

たが、残念ながら達成できませんでした。国内では

労働災害が増加傾向にあり、海外では業務中の交

通事故により2名の方が亡くなられました。2007年

度は、労働災害増加に歯止めをかけるべく、目標を

継続して据え置き、目標を達成するための実施事

項を5つ設定し、引き続き災害の減少、目標達成に

執着を持って取り組みます。

目標を達成するための重点5項目：
①上司部下・関係者とのコミュニケーションを密接にする。

②ルールを守り、守らせる。

③現場で現物の状態をきちんと確認する。

④工事（点検・修理含む）やテスト運転での危険予知を徹底
する。

⑤交通事故を起こさない、起こさせない。

これら5項目は、現場視点や現場からの要望を強く

意識して検討した結果、各組織に共通する「基本的

な心得」として、社員だけではなく、パートタイマーや

派遣社員の方々にも浸透しやすいものとしました。味の素（株）及びそのグループは、人間尊重を基本とし防災・
労働安全衛生を企業活動の最も重要な基盤のひとつと考え
行動します。

味の素（株）及びそのグループは

1.災害及び事故の未然防止のために、危険源を発掘・評価
し、その低減除去を絶えず講じます。

2.関係法令及び、社内ルール等の順守を徹底し、ライン主導
のもと労働安全衛生活動の継続的な向上を図ります。

3.非常事態発生時の被害を極小化するため、体制の強化と
対応の円滑化を図ります。

4.従業員一人ひとりが常に健康に業務を遂行できるよう支援
活動を積極的に行い、また職場の安全衛生に充分配慮し
ます。

味の素グループ防災及び労働安全衛生基本理念

味の素グループ防災及び労働安全衛生基本方針

防災安全活動の実行・推進体制図 

実
行
体
制 

経
営
会
議 

コーポレート 

食品カンパニー 

アミノ酸カンパニー 

医薬カンパニー 

中国事業本部 

味の素冷凍食品（株） 

味の素物流（株） 

味の素ベーカリー（株） 

防
災
安
全
会
議 

防災安全 
推進本部 

部門安全 
担当者会議 

事務局： 
 味の素（株） 
 環境・安全部 

事務局： 
　味の素（株） 
　環境・安全部 

推
進
体
制 

▲
 

休業災害度数率の推移（2003～2006年） 

▲
 

休業災害強度率の推移（2003～2006年） 

▲
 

※強度率：労働損失日数÷延べ実労働時間数×1,000

※度数率：労働災害による死傷者数÷延べ実労働時間数×1,000,000
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強
度
率 

（年度） 

国内製造業 

0.1100.110 0.1100.110 0.0900.090 0.1100.110

0.0210.021

0.0550.0550.0570.057

0.0260.026

0

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3
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度
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率 

（年度） 

0.980.98 0.990.99

1.011.01

1.021.02

1.071.07

1.011.01

1.211.21

1.021.02

国内味の素グループ 

国内製造業 

2006年9月11日、九州事業所内にて、配管工事を行う

協力会社社員が、入槽作業中に突然動き出した撹拌機に

巻き込まれ、1名が死亡、1名が重傷を負う災害が発生

いたしました。

当社としては、全社防災安全本部と事業所が連携し、

原因究明を進めるとともに、工事安全管理体制を再確認

し見直しを図り、労働基準監督署などの指導を仰ぎなが

ら、二度とこのような事故を起こさないための諸施策を味

の素グループ生産事業場への展開も含め確実に実施し

ていきます。

味の素（株）九州事業所内死亡事故について
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教育制度

「次の100年の礎」となる人材の育成

味の素グループは、23の国と地域にネットワーク

を持つグローバル企業として、今後の発展を推進

する「次の100年の礎」となる人材の育成に注力し

ていきます。

味の素グループ人事理念をもとに、「求める人材

像」を明確にして、味の素グループ教育センターを

基点に、国内外の人材に対して、積極的な人材教

育を実施していきます。

主体的に責任を持って課題発見・解決できる
人材の育成

味の素グループは、世界のいかなる国や地域に

おいても、「独創性」「地球規模の発想」「共に働く

喜び」を大切にするとともに、どんな環境下であっ

ても、課題解決に正面から前向きに取り組める人

材の育成を目指しています。そのために、従業員に

は、「ロジカルシンキング研修」や「聞く技術研修」

「グローバルコミュニケーション研修」「財務研修」

といった幅広い選択・選抜型の研修を実施し、積

極的に自己啓発する機会を提供しています。また、

国内外のマネジメント層を対象とした「AIMS※1」や

「コーチング研修」などを実施し、マネジメント層が、

さらなるリーダーシップを発揮し、部下を育成して

いくことを求めています。

また、各国の人事部門が連携し、21世紀の味の

素グループを発展させていく人材を、国籍や所属

にかかわらず、育成・登用していく仕組みを構築し

ていきます。

労使関係

健全な労使関係の構築に向けて

味の素グループでは、従業員が「味の素グループ

で働いてよかった」と思える職場環境づくりを目指し

て、労働組合とともにさまざまな取り組みを推進し

ています。例えば、経営方針の確認、共有を目的と

した労使協議会や職場横断的な課題の解決を目的

とした労使専門委員会を定期的に実施しています。

2006年度には、一般職の人事制度や賞与算式

改定に関して、さらには次世代育成支援に関する

労使専門委員会を開催し、新しい人事関連の仕組

みや制度を導入しました。一つの事例として、

2007年4月1日施行の「看護短時間勤務制度」は、

労働組合や職場からの要望や要請を踏まえた制度

内容としましたが、この取り組みによって、看護

をしながらも働き続けることができる環境づくり

の取り組みが一歩前進しました。

グローバルな視点で人権に取り組む

グローバルな人材の育成に向け、世界15拠点の

人事担当者が参加した「グローバル人事担当者会

議」では、2006年度に調査を行った、海外グルー

プ関係会社の雇用形態の多様性などについて実態

を共有化しました。その際に、CSRの国際的な枠組

みとして発効される予定のISO26000やSA8000※2

における人権についての議論も深めることができ

ました。雇用形態の調査は国内関係会社にも広げ、

味の素グループの労働・雇用に関する継続的な基

礎情報を収集し、より人権に配慮した職場づくりに

役立てます。

また、味の素（株）では、今後も「企業が人権に

取り組む意義、身近な人権問題」を中心とした階層

別の人権啓発研修（約500名受講）、全従業員が対

象のハラスメントに関するアンケート、人権週間に

合わせた人権啓発標語の募集などを継続的に行っ

ていきます。

※1  AIMS：Ajinomoto International Management Seminar

味の素グループ高輪研修センター

※2  SA8000認証取得実績

2006年3月 味の素ビオラティーナ社 ラランジャルパウリスタ工場取得

2006年9月 味の素インテルアメリカーナ社 リメイラ工場取得



アメリカ、ブラジルの事業展開50周年

■工場近隣の地域社会との活発な交流

アメリカの生産拠点3工場では、近隣との交流に

努め、地域とともに歩んできました。

ノースカロライナ州ローリー地区ノースカロライ

ナ工場では、従業員主導で、身寄りのない子ども

のために中古玩具の収集・寄付や、高齢者の健康

維持を目的とした食事提供のボランティア参加など

を行っています。

アイオワ州エディビル地区エディビル工場では、

2006年9月に、バイオ技術の工場で求められる人材

とその育成システムについて、大学・高校の教職員

と活発な議論を行いました。同地区アイオワ工場

では、2006年7月の工場定修期間に、従業員をね

ぎらう昼食会をエディ

ビル歴史保存協会と

共同で実施し、その収

益が協会基金として

寄付されました。今後

とも地域社会との交

流を深めていきます。

■健康・教育・食糧・栄養・文化を中心に支援

味の素グループはブラジルで事業展開を開始した

当初から地域社会との交流の重要性を認識し、ブラ

ジル全工場において、近隣地域のニーズを汲み取っ

た社会活動を行ってきました。この継続的な取り組

みが、1999年の「健康・教育・食糧・栄養・文化」に

かかわる活動を支援するブラジル財団の設立、そし

て事業50周年へとつながっています。

ブラジル財団では、市役所と協働した地域の人々

への教育支援や、サンパウロの貧しい地域に住む子

どもたちへの定期的な

お料理教室、水泳教

室など、将来を担う食

と健康に関連する専

門家の育成の支援を

続けていきます。
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社会性報告

地域社会とともに
世界で事業を展開する味の素グループは、地域の皆様に信頼していただける企業であり続けるために、
コミュニティの一員としての責任を果たすべく、事業所の情報提供をはじめ、地域社会の発展に努め、
地域とともに成長していける企業を目指します。

地域社会とのコミュニケーション

味の素（株）3工場合わせて見学者数3万人を達成

味の素（株）の川崎・東海・九州3工場の見学者数

が合わせて3万人を超えました。川崎工場では、近隣

地区を中心とした見学会の曜日拡大、九州工場では、

地域の社会科の副読本に工場が紹介されたことで、

近隣の小・中学生の見学者が大幅に増えました。

また、味の素（株）製品を通して「おいしく食べて

健康づくり」を体感していただくために、川崎工場

では中華や和食の「有料バイキング付き工場見学

会」も実施しています。

福島工場操業20周年記念オープンファクトリー

味の素メディカ（株）の福島工場は1986年操業か

ら20年目、味の素グループの一員となって5年目に

なる節目に、工場従業員とその家族、近隣住民、関

係者の方々に感謝の気持ちを込めて、2006年10月

にオープンファクトリーを開催しました。工場見学

や作業のビデオを通した事業活動の紹介、アジパ

ンダRとのじゃんけん大会や模擬店コーナーなど、

子どもから大人まで楽しめるイベントになりました。

中華バイキングの様子

集まった玩具と従業員

サンパウロで開かれたお料理教室アジパンダRとのじゃんけん大会
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食資源保護活動を通じたコミュニティ自立支援

食資源の持続性確保と、生産地域住民の生活向

上のため、2005年にインドネシア・ランプン州でキ

ャッサバ高収量栽培技術の普及プロジェクトが始

動。2006年の初めての収穫ではプロジェクトに参

加していない農家と比較し約1.7倍の収量を得るこ

とができました（→食資源についてはP.44）。

従業員による食を通しての社会貢献活動を企画

■北京サン・ビレッジ訪問
【味の素（中国）社北京営業所】

さまざまな理由によって家族と離れて暮らす北京

サン・ビレッジの子どもたちに、同社のカレー製品

を使って夕食を提

供しました。チャ

リティ活動による

収益金5,000人民

元が、北京サン･

ビレッジの基金に

寄付されました。

財団による社会貢献活動

味の素グループは、社会貢献活動ミッションの下、

世界5カ国で6つの財団を支援しています。各財団

による活動を尊重しつつ、相互の連携・協調を強

化していきます。

「あしたのもとクリック募金」への
ご協力に感謝します

味の素グループの1クリック1円の募金活動「あし

たのもとクリック募金」は、2007年4月30日で終了

しました。約4年、累計17,484,774円の寄付で39の

NPO、NGO団体の活動支援ができました。ご支援

いただきました皆様に心から御礼申し上げます。

社会性報告

社会貢献活動
味の素グループは、「食」を通して、健康で活力のある社会の実現を目指し、
一企業として、また従業員が一市民としてグローバル視点で
社会貢献活動に積極的に取り組んでいます。

健康で活力のある社会の実現を目指して

味の素グループは、国際協力支援活動（①途上

国での栄養改善活動 ②食資源保護活動）と食育活

動（③食のガーデン（→P.18））を中心として、④従

業員・事業所の活動や ⑤財団活動も含めて、社会

貢献活動を行っています。

味の素「食と健康」国際協力支援プログラム

味の素グループは、国連「ミレニアム開発目標

（MDGs）」を視野に入れつつ、開発途上国の人々の

生活の質の向上を目指して、外部有識者や国内外

のNGOなどと連携し「食・栄養・保健」分野の国際

協力活動の支援を行っています。

■農村部の子どもの教育と栄養改善活動【タイ】

2007年度よりタイ東北部の農村部にて開始した事

業「『頭の栄養、体の栄養』移動寺子屋とランチサー

ビス」（特定非営利活動法人地球市民ACTかながわ）

では、年間約400名の子どもたちに移動寺子屋教室

を開催しています。また、

村の大人たちとともに栄養

を考えたランチを提供する

ことで、教育と健康の双方

から改善を目指しています。

カレーを作っている味の素（中国）社のスタッフ

村の食物を題材に文字や
算数の勉強をする子どもたち

私たち味の素グループは、社会における役割と責任を認
識し、「食と健康」を中心とする社会貢献活動をグローバ
ルに推進することにより、健康で活力ある社会の実現に
努めます。

1.目的を明確にして重点指向の活動を行います。

2.味の素グループが持っている経営資源を有効に活用します。

3.活動内容を適切に評価し、内外への情報の発信を積極
的に行います。

4.味の素グループの主体性を発揮し、従業員が実感でき
る活動を大切にします。

5.外部の活動組織と連携を図り、活動のレベルアップを
図ります。

味の素グループの社会貢献活動ミッション

活動の基本方針

社会貢献活動

http://www.ajinomoto.co.jp/company/kouken/

http://www.ajinomoto.co.jp/company/kouken
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環境報告

持続可能な地球環境のために
味の素グループの事業は、地球・地域の生態系やそれらを基盤とした一次産業から
与えられる恵み（サービス）に支えられています。技術開発と社会との連携により、
事業活動で環境・資源・エネルギーの課題を解決していきたいと考えます。

地球環境・社会に対する味の素グループの考え

近代以降のエネルギー・資源の大量消費型の人

間活動は、地球温暖化の加速や生物多様性・生態

系の破壊を引き起こし、地球環境・社会の持続可

能性に危機をもたらしています。この状況は、生態

系サービスに支えられた味の素グループの事業活

動にも大きなリスクをもたらします。一方、それと

同時に、味の素グループだからこそ貢献できる機会

も大きいと思います。味の素グループの企業活動

そのものが、地球環境・社会を持続可能にするも

のでありたいと考えています。

事業活動で社会の課題を解決する 
（食、健康、環境、資源、エネルギー） 

エネルギー・ 
地球温暖化対策 

食資源の 
安定確保 

生態系 
（生物多様性） 

保全 

社
会
シ
ス
テ
ム
革
新 

（
社
会
と
の
連
携
） 

ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
革
新 

（
独
自
技
術
） 

環境理念（要約）

私たち味の素グループは、将来世代にわたるすべての

人々が豊かな自然環境とよりよい暮らしを享受できるよう

な持続可能な社会の実現に貢献します。“食”と“健康”

に関わる私たちの事業は自然の恵みのうえに成り立って

いることを心にとめて、地球環境や生態系への負荷を減

らし、資源を有効に活用した循環型の生産活動を推進し

ます。また、グローバルに事業を展開する企業の責務と

して、地球環境と調和した企業活動の継続的な改善に努

めます。

環境基本方針（要約）

1.（姿勢）

法律を徹底的に遵守します。また、持続可能性に関す

るグローバルな動向に関心を持ち、社会や生態系に

よい影響を及ぼすような的確な対応に努めます。

2.（マネジメントシステム）

環境マネジメントシステムを構築し、持続可能性への取

り組みを推進します。

3.（パフォーマンス）

環境への負荷の低減に努めます。限りある資源を大切

にすることを原点に、省資源・省エネルギー・資源循

環に努めます。

4.（技術開発）

持続可能性の実現に役立つ、新技術、新システムの開

発に努めます。

5.（コミュニケーション）

持続可能性に関するグループ内教育・啓発を行いま

す。持続可能性に関するグループの取り組みについて、

ステークホルダーとの対話を行います。持続可能な地

球ならびに地域の生態系・社会の実現に向け、ステー

クホルダーとの連携と協働に努めます。

味の素グループ環境理念・環境基本方針

※本誌には、「味の素グループ環境理念・環境基本方針」の要約を掲載
しました。理念の詳細と方針の全文はウェブに掲載しています。
http://www.ajinomoto.co.jp/company/kankyo/

http://www.ajinomoto.co.jp/company/kankyo
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これからの重要課題

■生物多様性の保全を念頭に

生物多様性の保全は、味の素グループの最も根

本的かつ重要な取り組みであると考えます。生物

多様性は、地球環境といのちを支え、将来に繋い

でいくことを可能にする根本的な基盤であり、そし

て衣食住をはじめ、エネルギーや薬などあらゆる恵

みを提供する源です。

味の素グループは、工場建設や商品開発で農畜

水産の原料調達を検討する際、環境アセスメントを

実施し、生物多様性や生態系の保全に遡って考え

ています。今後は、重要な原料について、その収

穫、漁獲などが生物多様性や生態系に影響を与え

ていないか、どうしたら持続可能に利用していける

か、という視点を深めていきます。

■食資源の確保と農業・水産業の持続可能性

地球規模の人口増加と急激な気候変動に直面

し、世界では食資源の安定的かつ公平な確保に大

きな懸念が生じています。味の素グループは、これ

まで約100年間、おいしさを通じて高品質の食を提

供してきました。今後も世界中の皆様にいのちの

源となる価値ある食をお届けするために、農業・水

産業を持続可能にする地域や生態系に配慮した支

援が必要だと考えます。

農水産業は、生態系と私たち食品加工業者をつ

なぐ重要な役割を担っています。例えば、化学肥

料の不適切な使用や地域の水資源の状況を考慮し

ない利用、また乱開発や乱獲は、農業・漁業自体

の将来性を損なうとともに、食資源の利用を危うく

します。味の素グループは、これまでも約30年にわ

たり世界各地で｢バイオサイクル｣（→P.46）を展開

しており、2005年からはインドネシアで「キャッサ

バ高収量栽培技術の普及プロジェクト」（下写真）を

開始しています。また、味の素グループの使用量が

世界の漁獲量の数％にも相当するとの推算がある

カツオについて、私たちにできることがあるはずだ

と考えています。今後は、新たに具体的対策を検

討していきたいと考えます。

■食とエネルギーについて

化石燃料由来のCO2による地球温暖化問題が顕

在化してきた昨今、カーボン・ニュートラルの代替

燃料が注目を浴びています。その代表的なものの

ひとつであるバイオエタノールは、トウモロコシや

サトウキビを原料として生産されており、今後食料

と燃料との原料争奪や、それに伴う栽培面積拡大

による森林伐採や生態系脆弱化が懸念されていま

す。このような状況下、味の素グループは、食原料

の確保を考慮した地域に密着した原料調達と、蓄

積されたバイオ技術の活用により、この“負の連鎖”

を断ち切ることが必要だと考えます。

味の素グループのアミノ酸もトウモロコシ、サト

ウキビやキャッサバを原料とし発酵法で製造してい

ます。それら農産物への依存に関する脆弱性を緩

和するために、味の素グループは、製造プロセス

の抜本的な効率化や、原料の多様化などの新技術

の研究開発・導入が最も根本的で効果的な方策の

ひとつと考えています。
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現地の農業試験場と連携し、味の素グループからは栽培技術や、耕作
機械のほか、指導を担当するチームの活動費用などを支援しています。

環境への取り組みの詳細については、味の素グループ環境報告書2007（9月発行予定）
を参照してください。

環境への取り組み：http://www.ajinomoto.co.jp/company/kankyo/

味の素（株）東海事業所内
「味の素東海
バード・サンクチュアリ」

http://www.ajinomoto.co.jp/company/kankyo
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●CO2
地球温暖化の防止
バイオ関連技術で環境効率を改善

味の素グループの事業活動から排出されるCO2は

年間約230万トン。その約80％がアミノ酸などの発

酵関連生産部門に由来します。アミノ酸の製造には、

電気や蒸気などのエネルギーが多く必要なのです。

そこで、世界トップレベルのバイオ関連技術を使い、

アミノ酸製造工程の生産性の向上および、環境効

率の抜本的な改善に注力しています。また、燃料が

持つエネルギーを無駄なく使うコジェネレーション技

術を導入したり、各国・地域の農業環境などに応じ

たバイオマス燃料の利用も積極的に進めています。

今後は、事業活動全域で仕事のやり方をエネル

ギー効率の高いものへと変えていくとともに、事業

活動を通じて、低炭素型の社会システムやライフス

タイルの構築に貢献したいと考えます。

環境負荷削減の重要課題

企業活動のあらゆる場面で、地球環境や生態系

への負荷を低減する取り組みが不可欠です。中で

も製造部門における環境負荷削減は、味の素グル

ープの中心的な取り組みで、特に、CO2、排水、廃

棄物は、アミノ酸・食品製造における重点項目です。

そこで、世界統一のグループ基準である「味の素グ

ループ・ゼロエミッション」05／10計画の中でも、

これらの項目について高い数値目標を定め、重点

的に負荷・排出削減に取り組んでいます。

2010年度までの重要課題の具体的達成目標

「味の素グループ・ゼロエミッション」05／10計画
（抜粋）

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量

削
減

排
水
汚
濁
負
荷

削
減

廃
棄
物

削
減

対象と具体的目標（2010年）

生産系事業場（国内外）
●CO2排出量原単位：20％削減

（対2002年度）

生産系事業場（国内）
●CO2排出総量：6％削減（対1990年度）

非生産系事業場、商品物流部門（国内）
●CO2排出総量：増加させない（対2002年度）

生産系事業場（国内外）
●排水量原単位：20％以上削減

（対2002年度）

●排水汚濁濃度：BOD≦10ppm、
全窒素≦5ppm

全事業場（国内外）
●資源化率：99％以上

地球温暖化防止意識啓発キャンペーン

第一弾 映画「不都合な真実」鑑賞を呼びかけ

地球温暖化防止活動は、日常生活でも取り組むこと

が大事です。そこで、味の素グループ全従業員を対象

に、地球温暖化意識啓発キャンペーンを行っています。

第一弾として、国内味の素グループ従業員とその家族

約3万人にアメリカ元副大統領アル・ゴア氏による書

籍＆映画「不都合な真実」を読む・見ることを呼びかけ、

500人に映画の鑑賞チケットをプレゼントしました。参

加した従業員からは、温暖化の危機を実感し、行動を

起こさねばならないというコメントが寄せられています。

現状を知った上で温暖化防止のために何ができ

るのか？第二弾として、海外を含むグループ全体で、

ライフスタイルを見つめ直す企画を展開します。

映画鑑賞チケットを従業員にプレゼント
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●水
水使用量と排水負荷の削減
高度な廃水処理技術を開発、導入

アミノ酸の発酵製造では、水も大量に使います。

年間で使用する約200百万トン規模の水の約70％

は、冷却など間接的に使用しています。地域の河

川水などから取水しているため、工程改善などによ

って、節水に努めています。また、残りの約30％は

製造工程で洗浄などに使用され、使用後は工程廃

水になります。工程廃水には高濃度の窒素やBOD

成分が含まれるため、微生物脱窒素法などの高度

な廃水処理技術を開発し、導入しています。「味の

素グループ・ゼロエミッション」05／10計画で目標

に定めた全窒素についての排水基準は、世界的に

も高い水準です。

●廃棄物
廃棄物の削減と
副生物の有効利用

アミノ酸も食品も農産物などの自然の恵みを原

料にして製造されます。従って、主製品にならなか

った副生物や廃棄物も実は貴重な資源です。そこ

で、投入した原料が無駄なく製品になるように、製

造工程の改善や新プロセスの開発に注力していま

す。それでも発生する副生物・廃棄物は、徹底して

有効利用しています。特に、アミノ酸製造から発生

する発酵濃縮液などの約200万トン規模の副生物

は、ほぼ全量を有機質肥料などに加工し、農業な

どで利用されています。

味の素グループが30年にわたり地域との密接な

連携によって作り上げてきた資源循環型のアミノ

酸生産工程「バイオサイクル」（→下図）は、地域社

会全体に環境、経済、社会的なメリットを生むシス

テムとなっています。

収穫 

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®｣約50万トンすべてを、サトウキビを原料
とした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®｣生産に関する数値は味の素グループの実績に基づきます。 

化学肥料製造時にともなう 
排出CO2の削減に貢献 

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 50万ha

サトウキビ畑 

有機質肥料 160万t

サトウキビ 

“資源循環型” 
生産工程 

製糖工場 

糖蜜 
（サトウキビのしぼり汁） 

うま味調味料 
｢味の素®｣ 

副生物の資源化 

製品 

副生物 
160万t

うま味調味料｢味の素®｣ 

50万t

150万t

粗糖 420万t

3,800万t

2,800万t

化学肥料 

太陽 

光合成によって 
大気中のCO2を吸収 
 

バイオサイクル図

環境への取り組みの詳細については、味の素グループ環境報告書2007（9月発行予定）を参照してください。

環境への取り組み：http://www.ajinomoto.co.jp/company/kankyo/

http://www.ajinomoto.co.jp/company/kankyo
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環境報告

目標と実績
味の素グループでは、2005年度より新たな6ヵ年計画に基づいて
環境への取り組みを進めています。

環境マネジメント体制の状況

味の素グループ環境マネジメントの基盤である

ISO14001は、2006年度末で、味の素（株）のすべ

ての事業所23ヵ所および国内外子会社等82ヵ所

（国内47、海外35）の計105ヵ所で取得し、全対象

事業場の90％となりました。環境教育の中で特に

重視している内部環境監査員の養成は、累計1,500

名余りとなりました。

なお、重大な環境法令違反、立件、環境に重大

な影響を与える事故などは、グループにわたり実

績を集計開示した2002年度以降、ありません。

環境負荷削減の状況

CO2排出量削減については、2006年度に製造工

程における生産性の向上や省エネ施策を進めたこ

とで一定の成果を得ましたが、一方でエネルギー

要求量の大きい製品群の生産が拡大したことも

主な環境負荷の推移

あり、排出量原単位の顕著な削減が進みませんでし

た。CO2排出総量は233万トンと前年度比約1％増加

しました。全社横断の省エネプロジェクトを再編して、

CO2排出量削減への取り組みを強化しています。

社会とのコミュニケーションの状況

2006年度は、社会とのコミュニケーションをさま

ざまな方法で強化しました。例えば、製造現場を

直接見ていただける工場見学には、味の素（株）3

工場で3万人を超えるご来場をいただいたほか、

NPOや有識者の方々をお招きして、食品に関する

環境ダイアログを2回開催しました。持続可能な原

料調達から、製造段階や容器包装における環境配

慮、消費者の方々との環境コミュニケーションまで、

活発に意見交換した結果、多くの気づきがあり、新

たな取り組みにつながりました。

05／10味の素グループ
環境保全中長期計画の重点

■マネジメント：「仕組みの構築」から「運用の定着化」へ
■パフォーマンス：「味の素グループ・ゼロエミッション」

05／10計画の策定と着実な推進
■コミュニケーション：CSR視点からの企業価値評価の向上

※いずれのグラフも2006年度については見込み値 

CO2排出量と原単位 
発酵関連生産部門の排水量と 
原単位推移 

廃棄物・副生物の発生量および 
資源化率の推移 

全排出量 国内生産系事業場排出量 原単位 資源化量 処分量 資源化率 排水量 原単位 

（注記） 原単位：2002年度の生産量あたり原単位を100とした指数 
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100100 9595
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7171
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96.3

97.7 97.9 98.6

94.7
96.3

97.7 97.9 98.6

消費者団体の方々とのダイアログ

工場見学
敷地外の状況も点検

パッケージなどについて
意見交換
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環境への取り組みの詳細については、味の素グループ環境報告書2007（9月発行予定）を参照してください。

環境への取り組み：http://www.ajinomoto.co.jp/company/kankyo/

ISO14001等
認証取得

●対象事業所117ヵ所での認証取得 ●累計105ヵ所（90％）

環境教育・啓発

●内部環境監査員の養成：2007年度に累計
1,800名（グループ従業員7人に1人）
●グループ従業員の家族も含めた環境啓発活
動の推進

●累計1,500名余
●「味の素グループ地球温暖化防止キャンペ
ーン」展開開始

グリーン調達
●「グリーン調達ガイドライン」に則った調達の推進
●間接材エコ商品購入金額比率（味の素（株））
の向上

●普及推進中。間接材購買システムのグルー
プ展開への目処
●59.2％（前年度比5ポイント後退）

○

○

○

△
×

△

○

△

○
△

○

○

○

組
織
運
営
の
グ
リ
ー
ン
化

事
業
活
動
の
グ
リ
ー
ン
化

社
会
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

環境事故・法令違反

技術開発・製造 ●「味の素グループ・ゼロエミッション」05／10
計画の達成 ●省エネプロジェクトなど推進

容器・包装の
環境配慮

●「容器包装3R推進計画」（2010年、味の素
（株））の推進

●植物系プラスチックPBSを開発継続。お中
元ギフトに採用し、「日本パッケージングコン
テスト」食品包装部門賞受賞

販売 ●廃棄商品の削減：国内家庭用ドライ商品返品
率0.5％（味の素（株））

●廃棄商品重量：1,457トン（前年度比9％増加）
返品金額：5.9億円（前年度比12％削減）
返品率：0.45％（前年度比0.05ポイント削減）

物流
●モーダルシフト率の維持向上
●荷主としての環境配慮への取り組み推進

●グループ内物流会社グループのISO14001
一括認証取得
●小口出荷の改善

環境報告、
環境情報発信

●CSR（環境）コミュニケーションの強化：積極的
情報公開、レポート早期発行と内容充実、サイト
レポート発行促進、ステークホルダーとの対話

●CSRレポートでの環境報告に加え、別冊の
環境報告書を作成。「環境コミュニケーショ
ン大賞」環境報告優秀賞受賞

地域社会との
かかわり

●生活者の視点に立った、ありのままの姿をい
つでもお見せする事業場へ

●工場見学の推進継続：
3万人来場（味の素（株）3工場）

NPO、多様な
ステークホルダー
との連携

●ステークホルダーとの連携による循環型社
会に向けた合意形成への寄与

●環境に重大な影響を与える環境事故、重大な環境法令違反、立件なし。
（グループにわたり実績を集計開示した2002年度以来）

●「容器包装」「食品における環境配慮」をテ
ーマに環境ダイアログを開催

「
味
の
素
グ
ル
ー
プ
・
ゼ
ロ
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
」05
／
10
計
画

自己評価 〇：目標をほぼ達成　△：目標に対し、実績を上げたが課題もあり ×：目標未達成

2010年までの目標 2006年度実績レビュー

項　目 対　象 具体的目標 取り組み概要（数値については一部見込み値）評価

CO2排出量
原単位

CO2排出
総量

排水汚濁
負荷濃度

排水量
原単位

資源化率廃棄物削減

排水汚濁負荷
削減

温室効果ガスの
排出量削減

●対生産量原単位：
2002年度比19％減少（前年度比微減）

●排出総量：51.0万トン
（前年度比微増。2010年度達成目標に
対し2.6万トン超過）

●排出総量：4.4万トン
（2010年目標レベル。前年度比6％減少）

●対象44事業場のうち、9事業場が基準
達成（前年度比3事業場減少）

●排水量原単位：2002年度比28％減少
（前年度比2％減少）

●資源化率：98.6％　対象93事業場のう
ち、32事業場が基準達成（前年度比0.6
ポイント向上、3事業場減少）

全生産系事業場
廃水処理設備（出口）

全生産系事業場

全生産系事業場
および
非生産系事業場

全生産系事業場

国内全生産系
事業場

国内全非生産系
事業場
国内全商品物流
部門

●排出総量48.4万トン以下
（1990年度排出量の6％削
減に相当）

●2002年度実績より増加さ
せない

●BOD≦10ppm
TN≦5ppm

●対生産量で20％以上削減
（対2002年度）

●99％以上を達成

●対売上高で20％削減
（対2002年度） △

×

△

×

△

○

http://www.ajinomoto.co.jp/company/kankyo
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第三者意見

人権の問題は抽象的、観念的で、具体的に何をすれ

ばいいのかわからない、と聞くことがあります。しかし、

実際に人権の問題は極めて具体的で、グローバル企業

であれば、世界各地で人権侵害を受けている人々の声

に、当然接しているはずです。それを聞こうとする態度

が、企業の社会的責任です。

経営トップの指針の中で、具体的な方向性と取り組み

がセットで語られているのは、すばらしいと思います。特に

「持続可能な食資源の確保」というグローバルな課題を掲

げられ、それへの警鐘と貴社の対応、意識改革の必要性

などを述べている点は先進的です。こうした点を具体的に

目標として掲げられると、より効果的ではないでしょうか。

冒頭で貴社が考えるステークホルダーとそのコミュニ

ケーション手段を図示したのは、優れた試みです。しか

し、問題点も明らかになります。図からは、貴社の視点

が株主・投資家に多く向けられ、地域社会には不足して

いるように見受けられます。グローバル企業として、世

界の各地域とコミュニケーションを図らなければ、十分

な責任を果たしているとは言えません。地域社会や最

上流に位置するサプライヤーと接する従業員へのCSR

研修は、最優先課題でしょう。そして、児童労働や強制

労働などがまん延している地域での、予防措置にも積

極的に取り組んでいただきたいと思います。

一方、CSRに関して貴社がさまざまな人々の意見を

聞こうとする態度、そして従業員のワークショップにつ

なげる活動はすばらしいと思います。顧客満足の問題

をCSRとしてどう位置づけるかは難問ですが、意識改革

の問題を視野に入れたことでCSRとつながる問題意識

を示せていると思います。

原料調達の現場まで徹底的に管理するバリューチェ

ーンの確立を宣言されているのは重要なポイントです。

しかし、これには大変な努力が必要です。「アスカ」の紹

介や「ほんだし®」の製造過程を示すという優れた試み

に加え、サプライチェーンの管理までを視野に入れた、

より具体的なトレースの仕組みとチェック機能の説明が

望まれるところです。

同じ栄養に関する問題でも、先進諸国では生活習慣

病や肥満などが、一方開発途上国では低栄養状態が問

題になっています。宗教的背景や伝統的食文化など、

地域ごとに問題意識は異なります。グローバル企業とし

て、そうしたさまざまな側面に丁寧に対処することが求

められているのだと思います。

社団法人アムネスティ・
インターナショナル日本
事務局長

寺中　誠 氏

ステークホルダーとのコミュニケーションをトップテ

ーマとし、ステークホルダーとのダイアログを通して

CSRビジョン実現への道筋をたどるという内容はとても

わかりやすく、味の素グループのCSRの方向性がよく理

解できました。トップメッセージもそれにつながる内容

で、一番大事なうま味を起点に据え、世界での存在価

値を高めたいとの思いが強く伝わります。

特に2020年のCSR達成像が5つの切り口で描かれた

ことが、これからの取り組みの方向を明確にし、さらに、

それがステークホルダーと共有されることで、相乗効果

がビジョンの実現を後押しするものと期待します。この

達成が味の素グループの持続性のためだけではなく、

地球の持続可能性につながるという点が大変重要で、

まさにCSRとは何かを理解させてくださる報告書である

と高く評価します。

地球環境のページでは、重要課題を整理し、また環

境負荷削減にどのように取り組んでいるかが報告され

ています。特に「これからの重要課題」では、今は解決

できていないが、持続可能性を考えた時に大きな問題

となる生物多様性や食資源、水資源、食とエネルギー

問題などを取り上げています。これらをきちんと視野に

入れ、実際の事業の中で、どのように捉え解決につなげ

ようとしているかを知らせるページとして大変興味深く

読ませていただきました。環境報告書も別途発行され

ており、味の素グループの力強い環境メッセージと受け

止めます。

食育や「ほんだし®」の話など身近で、誰もが関心を

持つ内容であり、お客様に読んでほしいという気持ちが

伝わります。その中で、一つ気になるのがGMOのペー

ジです。GMOが重要な技術であることが消費者に理解

されているとは思えず、これからもまだまだコミュニケー

ションの必要なテーマだと思っております。それが、こ

こでは表示基準に従って情報提供をしておりますと簡単

にまとめられているのには、ステークホルダーとの双方

向コミュニケーションを大事にしたいというトップメッセ

ージとのアンバランスさを感じました。重要なテーマだ

と思われますのでこれからも引き続き、話し合いがなさ

れることを期待いたします。

社団法人日本消費生活アドバイザー・
コンサルタント協会
常任理事

辰巳　菊子 氏
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CSR専任組織を立ち上げてから、今年で3年目を迎え

ました。CSR推進にあたり掲げたCSRビジョンの実現

に向け、日常の業務が、“CSR”という考え方とどう結び

付き、それを理解した上で、さらに何ができるのか、まだ

従業員一人ひとりに浸透しきっていないのが現状です。

そして、ステークホルダーの皆様にも、具体的にどんな

取り組みを行っているのか、十分にはお伝えできていま

せん。本レポートでは、味の素グループのCSRへの取り

組みをご理解いただくため、身近な商品（「ほんだし®」）

を取り上げ、原料調達から、お客様にお届けするところ

まで記載しました。

ご意見の中で、ステークホルダーと発信媒体を結び

付けたコミュニケーションの図示について、株主・投資

様にその多くが向けられ、その一方で、地域社会に対し

て不足しているというご指摘をいただきました。確かに

記載した企業活動を報告している発信媒体には、地域

社会向けのものはありませんでした。しかし、コミュニ

ケーションの手段には、さまざまな種類があり、発信す

る内容によって、また発信する相手によって、最適な方

法でお伝えすることが大事だと考えております。国内外

で行っている工場見学や、学校への出前授業などの食

育活動も、そのひとつです。ステークホルダーの皆様と、

企業活動にかかわるものからGMOなどの世の中の関心

事も含め、さまざまなテーマについて、コミュニケーシ

ョンを一段と深めていきます。

また、味の素グループのグローバル企業として取り

組むべきCSRの具現化に向け、「人権問題」、「持続可能

な食資源の確保」、「バリューチェーンの確立」、「栄養」、

という切り口をご意見でいただきました。これらを個別

具体的に事業の中に落とし込み、実践していくには、社

内での議論を今まで以上に、かつグローバルの視点で

行っていくことが重要です。味の素グループのCSRは、

事業活動そのものが社会に貢献していることです。味

の素グループ従業員一人ひとりが、世の中の課題解決

につながるべく、自らの仕事を変えていくという意志を

持って取り組んでいきます。

取締役　常務執行役員

寺師　並夫

■第三者意見を受けて

第三者意見を依頼するにあたり～
レポートの客観性を高めるために今回、お二方に第三者意
見をお願いしました。依頼するにあたり、弊社にとっての重要
テーマであるグローバルな視点での人権の取り組みと、消費
者および環境への取り組みについて、的確なご意見をいただ
きたく、前者については寺中様に、後者については辰巳様に
お願いしました。第三者意見を依頼する際に、お二方にお会

いし、CSRレポートの編集コンセプトに加え、CSRの取り組
み・進捗状況をご説明いたしました。その上で、それぞれのご
専門分野に焦点を当てて、ご寄稿いただきました。いただい
たご意見を参考に、企業活動に生かしていきます。

CSRレポート編集担当者
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