
● 長期ビジョン設定 ● スコープ1・2・3を用いた環境影響評価

すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る
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環境

2016年度の主な活動
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➡特集2 P26-28 ➡P99-100

環境報告の対象組織

「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）ならびに関係会社（環境規程適用会社／
2017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、111事業所（事業の再編や工場の新設・廃止などにより、2015年度報
告に比べ12事業所増加、3事業所減少）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※1全体の環境に関する実績を代
表する内容です。
※1　味の素（株）、連結子会社および持分法適用会社

P93　味の素グループ環境中期計画

P94　「味の素グループ・ゼロエミッション計画」と
 　2016年度実績
● 2014-2016年度 
「味の素グループ・ゼロエミッション計画」

● 水資源の保全：2016年度の実績概要
● 温室効果ガスの排出削減：2016年度の実績概要
● フロン類の管理
● 廃棄物の3R：2016年度の実績概要

P99　2016年度のマテリアルバランス
● スコープ1・2・3を用いた環境影響評価

P101　地球持続性に貢献する技術・製品開発
● 製品のライフサイクル全体での環境影響評価
● アミノ酸を活用した環境負荷の少ない農業実現へ
の取り組み

P104　生態系・生物多様性の保全
● 生物多様性に関する考え方と方針
● 水産資源に対する取り組み
● 森林生態系資源、持続可能な土地利用・
　地域生態系への取り組み

P109　環境に配慮した容器包装の開発
● お客様のニーズへの対応と、今後の取り組み
● 容器包装に取り組む社内の体制
● 社外関係者との連携
● 容器包装の環境配慮設計の推進
● 容器包装の環境配慮設計の事例紹介
● 容器包装に配慮した「味なエコ」マーク、 
「ほっとするエコ」マーク製品を広げる

P113　物流の取り組み
● 荷主としての取り組み
● 味の素グループのモーダルシフトへの取り組み

P115　環境マネジメント
● 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

P117　環境教育・意識啓発活動
● 専門教育・訓練
● 一般教育・啓発活動

関連する行動規範・方針類
● 味の素グループ行動規範
 https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/

● 味の素グループ環境方針
 https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/

environmental_policies.html

● 味の素グループ 生物多様性に関する考え方と
行動指針

 https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/
biodiversity_policy.html

味の素グループは、国際的な目標に先行する取り組みを通じ

て、モノづくりから消費の場面に至るまで、社会・お客様ととも

に地球環境への貢献を実現します。

味の素グループの事業活動は製品にとどまらず、本社・営業や研究所などの間接部門で

も環境影響を及ぼしています。そこで、事業全体が及ぼす環境影響としてスコープ1・2・3

データを把握しています。

56% 27%17%

原料

CO2排出割合

使用生産 製品輸送 廃棄

■ ライフサイクル視点で見た味の素グループの環境負荷

持続的に水を
利用し続けられる環境を

創出します

次世代のための食資源の確保と
生態系・生物多様性を含む
自然環境の保全に貢献し
持続可能な調達を実現します

製品ライフサイクル全体で
カーボンニュートラルにします

2050年までに
製品ライフサイクルで
フードロスを半減します

廃棄物のゼロエミッションを
達成します
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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きました。

2014年度からは、2014-2016年度「味の素グループ環境中期計画」を設定し、活動を推進してきました。

味の素グループ環境中期計画

■ 2014-2016年度「味の素グループ環境中期計画」
主要項目 重点項目 2016年度実績（2014-2016環境中期計画最終年度） 参照先

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

・各事業所におけるロードマップの実行
・グループ全体計画の完遂

〈2016年度のゼロエミッション実績〉
・再生可能エネルギー利用比率20％と中期目標を上回って進捗。海外のバイオマスボイラー増強、安定

稼働が貢献
・CO2排出量原単位は基準年比33％減と目標（35％減）を達成できず。設備トラブル等によるCO2排出係

数の高いエネルギー使用増、一部工場での生産品目変更等の生産稼働状況によるエネルギー効率悪
化も影響

・他の項目は目標を達成

P94-100

生物多様性の保全と生
態系サービスの持続可能
な利用

・重要原料を特定し、特性に応じてステップを踏
んで実態を把握し、実行計画を策定する
・地域生態系の特性に応じて、ステップを踏んで
実態を把握し、実行計画を策定する

・パーム油：日本は2018年を目標年とした認証油への転換に向け、グループ各社で行動計画を検討。 
グローバルでも、持続可能な調達の2020年実現に向け計画を策定

・紙（国内）：「持続可能な紙利用のためのコンソーシアム（CSPU）」を通じた産業界・社会への働きかけを
継続。グループ各社で認証紙採用を推進

特集2
P37-38

公正な事業慣行
P61-62

・カツオ共同調査：調査成果を国際資源管理機関議論に反映、新型標識による調査手法成立実証。 
台湾との国際連携、国立研究開発法人 科学技術振興機構プロジェクト連携を開始

特集2 P38-39
P107-108

・味の素AGF（株）：水源の森を整備する「ブレンディ®」の森活動の展開 P105

・味の素（株）東海事業所：「味の素（株）バードサンクチュアリ」の再生再構築を全体構想計画に基づき実施 P106

B to S※2　社会とともに―環境課題解決に貢献する

事業・製品・サービスを通
じた環境への貢献

・農林水産資源の効率的な活用
・農林水産資源を代替できる製品・技術の開発

・味の素AGF（株）：再生耐熱PET樹脂100%使用のペットボトルを主力ボトルコーヒー全品種に採用
・味の素（株）「鍋キューブ®」：スタンディングパウチにCO2吸収材を使用した包材を採用（業界初）

P111

・持続可能な物流体制の構築：2017年、3月から北海道にて合弁物流会社F-LINE（株）を発足、4月から
九州F-LINE（株）を発足

・食品事業において、フードロスの低減を目的に科学的根拠に基づいた賞味期間延長を推進：賞味期限
年月表示化の開始

特集2
P35-36

情報発信・社会コミュニ
ケーション・社会との協働
の推進

・各地域・事業所において、環境への取り組みに
ついて社会とのコミュニケーションを推進する

〈社外表彰〉
・第42回資源循環技術・システム表彰「経済産業大臣賞」受賞　 
（対象：「ケミカルリサイクルによるPETボトルの循環利用」として味の素AGF（株）、東洋製罐（株）、 
ペットリファインテクノロジー（株）の３社で受賞）

・エコプロダクツ大賞2016「農林水産大臣賞」受賞（対象：飼料用アミノ酸「リジン」）
・平成28年度グリーン物流パートナーシップ優良事業者表彰「国土交通大臣表彰」受賞
 （対象：持続可能な食品物流のプラットフォームの構築と運営）「F-LINEプロジェクト」

・第20回環境コミュニケーション大賞「持続可能性報告優秀賞」受賞。11回連続の関連賞受賞 
（対象：「統合報告書2016」と「サステナビリティデータブック 2016」）
・第4回食品産業もったいない大賞審査委員会委員長賞 
（対象：味の素AGF（株）、味の素冷凍食品（株）九州工場、ヤマキ（株））

社外からの
評価・表彰

〈格付け・評価〉
・ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス2016（環境､人事･労働条件､CSR､IR等） 

食品製造分野で3年連続で上位10％の「World Index」に選定。トータルスコア85点。（2015年83点） 
同時にその内容はRobecoSAM社評価で2年連続の銅メダルを獲得した

・CDP2016「気候変動」：B （2015年 B）、「水」：Ａ- （2015年 B）、「森林」：パーム A-、紙 B、大豆 B、 
牛 未回答、「サプライチェーンマネジメント」：「気候変動」B、「水」Ａ-

・社会との対話を行い、味の素グループに対する
評価を確認し、次の取り組みに反映する

・エコプロ2016 環境とエネルギーの未来展（食品グループ5社共同出展）
・川崎市、花王との協働の取り組み：「食とくらしがつくる地球の未来 みんなでいっしょに考えよう～夏休みチャ
レンジ～」2016年7～8月の4日間実施（対象：川崎市の小学5年生と保護者21組）

・味の素（株）川崎工場、東海事業所にて工場見学環境コースを開始

消費者課題
P135-136

法対応力の強化
・社内外の法改正情報入手源の確保

・法違反／事故：海外3件、国内9件
・苦情／問い合わせ：近隣住民より苦情3件

P115-117
・入手した法改正情報を、管理基準・手順に反
映する仕組みの確実な運用

・法令研修（国内）：前年アンケート結果を考慮したプログラムで5回実施
・国内グループ向けに、国内法改正情報提供ツール等の使用を推進

マネジメントシステムの有
効性向上

・事業活動のPDCAをしっかり回す、回せる力量
の向上を図る

・「ISO14001：2015」：各社、各組織にて内部監査員養成等、計画的対応を継続
・グループ環境監査：環境監査実施要領に基づき、監査を実施。 
いずれも重大な不適合は認められなかった
・書類監査：対象6法人の監査実施
・現地監査：対象4法人・事業所の監査実施

P116-117

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

※1　B to N：Business to Nature　　※2　B to S：Business to Society
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　2014-2016年度の中期計画は、グループ全体目標として以下の目標を設定し、2016年度の目標達成に向けて、

各事業所でロードマップを策定し、活動を進めました。

味の素グループでは、あらゆる事業分野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。

年度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。

2016年度は、2014-2016年度「味の素グループ・ゼロエミッション計画」の最終年度として、目標達成に向けて取り組みました。

「味の素グループ・ゼロエミッション計画」と2016年度実績

味の素グループ全体における
2016年度の再資源化率

99％
資源化率

以上

● 変更目標
廃棄物削減の指標を見直し、お客様にムダなくよい製品をお届けできるよう、「トラブル由来廃棄物ゼロ化※3」
を目指すこととしました。

・ 全事業分野において、「安定生産の継続」「プロセス改善（省資源・収率向上）」「原料・包材廃棄
を生まない事業計画の立案と遂行」「適切な原料の調達と管理の継続（サプライヤーとの協働）」など
を通じて実施します。

廃棄物の3R

※3　トラブル由来廃棄物：製品や仕掛品、もしくは製品の製造に用いる原材料が、トラブルにより廃棄に至ったもの

味の素グループの
全生産系事業所における

2016年度の排水量原単位
（対2005年度実績）

-70％
水使用量・排水量

・ 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成分などの濃度低減の目標値を定め
ています。

・ 大切な水資源は、使用量だけでなく排出する量も操業のリスクになり得る課題として、水使用量および排
水量原単位を2005年度比で70％以上削減することとしました。

・ 地下水を利用している事業所では、その地域の水源に関する課題などを把握し、必要なアクションを検討し
ています。

水資源の保全

味の素グループ全体における
2016年度のCO2排出量原単位

（対2005年度実績）

-35％
CO2排出量 ・ 2011-2013年度計画に引き続き、温室効果ガスの中でも化石燃料由来のCO ₂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％以上削減することとしました。

・ 国内生産系事業場については、省エネ法における事業者義務を参考に、毎年1％の削減を積み上げ、
2016年度にCO ₂排出総量を2005年度比で11％削減の49.6万トン以下にすることを目標としました。

● 追加指標
「再生可能エネルギー利用比率の向上（グループ全体で15％以上）」を目指すこととしました。
海外事業所での各地域でバイオマス由来エネルギーの活用や、国内外全事業所での、エネルギー使用量極
小化を進めます。

温室効果ガス削減

2014-2016年度「味の素グループ・ゼロエミッション計画」
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　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。

　表彰は「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、2016年度は以下の生産部門2事業所、オフィス部門1事業所を優良事業所と

して表彰しました。また、トラブル由来廃棄物の削減を大きく進めた2つの工場を「廃棄物ゼロ

エミ特別賞」として表彰しました。2016年度に限らず継続的なトラブル由来廃棄物発生抑制

を期待できる取り組みが進められていることが、表彰の決め手となりました。

■ 優良事業所表彰制度

「味の素グループ・ゼロエミッション計画」と2016年度実績

ブラジル味の素社リメイラ工場 味の素パッケージング（株）佐野ギフト工場 ベトナム味の素社ビエンホア工場 味の素（株）研究所（川崎）

アモイ・フード社

■ 2014-2016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

■ 受賞事業所一覧

対象事業所 受賞に至った主な活動

生産部門
味の素パッケージング（株） 佐野ギフト工場 倉庫内照明や工場周辺の外灯のLED化推進、従業員の節電意識等の細やかな取り組みによりCO2排出量削減

ベトナム味の素社ビエンホア工場 河川水の下水放流中止、バイオマスボイラー安定稼働、安定生産を推進

オフィス部門 味の素（株） 研究所（川崎） 設備および空調、照明、事務機器のエネルギー管理標準を定め省エネ推進。電子化推進によりマル秘書類廃棄削減

廃棄物ゼロ
エミ特別賞

ブラジル味の素社リメイラ工場 製造工程のロスを削減する取り組み、原料サプライヤー監視強化により、異物混入等による廃棄を1/5以下に削減

アモイ・フード社 工場一体の「ロス視える化活動」で品質、生産効率、設備トラブルの改善を推進し、製品廃棄量を60％以上削減

対象項目 対象部門
実績

2016年度達成目標 2030年度達成目標
2014年度 2015年度 2016年度

水資源

排水汚濁負荷濃度
（BOD、TN）

グループ全生産系事業場
（公共水域に直接放流）

27/34
事業所達成

24/32
事業所達成

22/31
事業所達成

BOD≦10ppm
TN≦5ppm

BOD≦10ppm
TN≦5ppm　

水使用量原単位
（対生産量）

グループ全生産系事業場 73％減 75%減 77％減
70％以上削減
＜対2005年度実績＞

80％削減
＜対2005年度実績＞

排水量原単位
（対生産量）

グループ全生産系事業場 75％減 79%減 80％減
70％以上削減
＜対2005年度実績＞

80％削減
＜対2005年度実績＞

CO ₂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）

28%減 33%減 33％減
35％以上削減
＜対2005年度実績＞

50％削減
＜対2005年度実績＞

CO₂排出総量 国内全生産系事業場 35.1万トン 40.7万トン 44.6万トン
49.6万トン以下※1

＜対2005年度実績の11％減＞

再生可能エネルギー
利用率

グループ全体
（全生産系＋非生産系）

15% 18% 20% 15％以上 50％

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）

99.4％ 99.6% 99.3% 99％以上 99％以上

廃棄物発生量
（報告実績ベース）

グループ全体
（全生産系＋非生産系）

1,248トン 1,785トン 964トン
トラブル由来廃棄物
発生量ゼロ

トラブル由来廃棄物
発生量ゼロ

※1　基準年（2005年）55.8万トン
（注記）　2016年度の実績から味の素ウィンザー社の実績が加わりました 特集2 P26-28参照

味の素グループ 環境長期ビジョン
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「味の素グループ・ゼロエミッション計画」と2016年度実績

　2016年度は、基準年の2005年度に比べ水使用量、排水量ともに約140百万トン以上削減、水使用量原単位で約77％削減し、目標を達成し

ました（目標：70％以上削減）。

　2016年度も、前年に引き続き水使用量について冷水塔水の活用による間接冷却水の削減や、設備洗浄水等の節水、工程に使用している

水の場内循環活用による削減の取り組みを着実に進めました。これに伴い排水量も削減しました。

　各事業所での節水や製造プロセス改善等の取り組みを継続的に推進し、「2030年に水使用量原単位、排水量原単位の2005年度比80％

削減」という長期目標の達成を目指します。

水資源の保全：2016年度の実績概要

■ 水使用量 単位：百万t
基準年 実績

2005年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
比率（％） 比率（％） 差

水使用量 222 100% 110 82 79 77 74 100% -148 
日本 83 38% 46 34 30 32 27 36% -57 
アジア・アフリカ 82 37% 35 22 23 21 23 31% -59 
欧州 29 13% 14 13 11 11 12 16% -17 
北米 3 2% 5 5 5 5 6 8% 2 
南米 18 8% 8 7 7 6 6 8% -12 
中国 6 3% 1 1 1 1 1 2% -5 

使用量原単位（製品1tあたり原単位） 123 ー 48 36 34 30 28 - -
水使用量原単位削減率 ー ー 61% 71％ 73％ 75％ 77% - -

参考値　生産量（万 t） 180 ー 230 226 235 253 266 - -

2005

（年度）

水使用量（百万ｔ）
0 10050 150 250200

河水・井水（間接冷却水）
河水・井水（プロセス利用）

その他
工業用水

2016

222151 26 40 5

7422 17 29 6

2015 771923 30 5

2014 791727 28 6

2013 821234 31 6

排水量（百万ｔ）
0 10050 150 250200

間接冷却水放流
排水処理後放流
その他（公共下水等）

2016

2005

（年度）

6022 1126

2015 6123 1226

2014 6627 1128

2013 7434 1129

204151 647

■ 水使用量の推移

■ 排水量の推移
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温室効果ガスの排出削減：2016年度の実績概要

単位：万t

基準年 実績

2005年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
比率（％） 比率（％） 差

全排出量CO2排出量 236 100% 224 220 221 223 233 100% -3 
日本 58 25% 42 39 40 45 47 20% -11 
アジア・アフリカ 87 37% 94 93 97 104 106 46% 19 
欧州 33 14% 26 23 22 17 18 8% -16 
北米 23 10% 33 35 36 35 43 18% 20 
南米 20 9% 19 19 18 14 11 5% -9 
中国 14 6% 10 10 9 8 8 4% -6 

CO2排出量原単位（製品1tあたり原単位） 1.31 ー 0.97 0.97 0.94 0.88 0.88 - -
CO2排出量原単位削減率 ー ー 26% 26% 28% 33% 33% - -

参考値　生産量（万 t） 180 ー 230 226 235 253 266 - -

■ CO2排出量と原単位の推移

　2016年度は、海外事業所におけるバイオマスボイラー導入等が進んだ一方、一部の工場での設備トラブルや、工場安定運用のためにCO2排出

係数の高いエネルギーの使用が増えました。また、生産品目変更等により一定期間エネルギー使用効率が悪くなった事業所がありました。なお、高機

能製品製造等、製品1トンあたりのCO2排出量原単位の高い事業形態の工場が新たにグループに加わりました。これらのことが影響し、CO2排出量

原単位は基準年に比べ33%削減と前年横ばい、目標達成に至りませんでした。

　「2030年までに事業活動に伴う生産量比温室効果ガス排出量を2005年度比で半減」という目標を達成するために、長期的視点で、工場の安

定生産の継続とあわせて環境負荷の低いエネルギー安定確保を検討し、バイオマスボイラーの安定稼動を継続していきます。また、事業分野の特性

を考慮して、各工場での生産性向上や、省エネプロセスの開発・導入を進めていくことで、エネルギー使用効率を継続的に改善していきます。

　2016年度のエネルギー投入量は、生産量の増加に伴い増加しましたが、製品1トンあたり原単

位は前年とほぼ横ばいの結果となりました。エネルギーの内訳は、再生可能エネルギー利用比率

が20％（前年度比2％増）と中期目標を継続して達成しました。これには、タイ、ベトナム、ブラジルの

工場でのバイオマスボイラーの安定稼働、タイでのバイオマスコジェネレーションシステムの導入等

が貢献しました。今後も、国内ならびに海外の全事業所で、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、エネルギー使用量の極小化を図るととも

に、バイオマス活用推進、太陽光発電設備設置、ならびにグリーン電力の使用といった再生可能

エネルギー導入を推進し、「2030年までに再生可能エネルギー使用比率50％」を目指します。

※1　TJ＝テラジュール。Ｔ（テラ）＝１０12

■ エネルギー投入量

■ 味の素グループのエネルギー構成比（熱量換算）

購入エネルギー（蒸気）・石炭等

再生可能エネルギー

石油類

購入電力（水力等再生可能エネルギー由来分除く）

ガス類
2010

（年度）

2015

2016

2014

2013

（％）0 4020 60 10080

18 49 10 14 9

17 51 7 15 10

18 44 8 15 15

17 44 7 15 18

17 41 5 17 20

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

エネルギー投入量（TJ※1） 35,669 35,342 36,356 37,362 39,105 

エネルギー投入量原単位
（製品１ｔあたり原単位）

15.5 15.6 15.5 14.8 14.7 

■ クリーンエネルギーへの転換

「味の素グループ・ゼロエミッション計画」と2016年度実績

ベトナム味の素社 ビエンホア工場

特集2 P30参照
2030年度に再生可能エネルギー利用比率50% 実現
を目指して
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　2014-2016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※2の使用を全廃し、HCFCs※3、HFCs※4を

使用した冷凍機などは、自然冷媒等に切り替えていくことを目標としました。CFCsについては、

海外の一部事業所で全廃に至りませんでしたが、国内でもフロン排出抑制法の施行に伴い

設備の再調査を実施したところ一部事業所でCFCsを使用した設備のあることが確認されま

した。各事業所で順法下での適切な管理を継続し、次の環境中期計画の中で、あらためて全

廃に向けた行動計画を策定し実行に移します。

 味の素冷凍食品（株）の関係会社を含めた国内全7工場では、2016年度末で21基が自

然冷媒に切り替わり、残り9基を2020年度までに脱フロン化する予定です。アンモニアとCO2

の二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。

フロン類の管理
※2　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

※3　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において先進
国で2020年に、発展途上国で2030年に製造禁止とな
る。指定フロンと呼ばれる

※4　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

■ フロン式フリーザー保有台数（味の素冷凍食品（株）の例）

　味の素グループでは、有限な資源をムダなく使い、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％以上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。

　2016年度は、生産量は増加しましたが前年と比べて廃棄物、副生物ともに発生量は抑えられました。製造品目変更などにより、今までの委託先

で資源化の難しい副生物等が発生したことにより資源化率は前年より低くなりましたが、副生物のコプロとしての活用や、バイオマスボイラーの燃

え殻の有効活用等を推進し、リサイクル率99％以上を維持しました。

　今後も、廃棄物の発生を抑制するために、適切な製品切替・生販管理と生産・物流トラブル削減に向けた取り組みを各部門で推進するとともに、

各国・地域法令順守のもと、適切な資源化の取り組みを推進し、資源化率99％以上を維持していきます。

廃棄物の3R：2016年度の実績概要

資源化率

副生物

廃棄物

250

200

150

100

50

0
（年度）

21 20 20 29 24

99.6 99.399.4

20162015

100

80

60

40

20

0

（%）（万t）

2013

99.2 99.2

20142012

230232 244 234221

■ 副生物・廃棄物の発生量および資源化率の推移

（年度）2019 202020182014 2015 2016 20172001
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「味の素グループ・ゼロエミッション計画」と2016年度実績

8%
その他

飼料

10%

肥料・肥料原料

81%

■ 副生物の資源化用途（2016年度）

Web
The Consumer Goods Forumと連携した取り組み
http://www.theconsumergoodsforum.com

味の素グループ サステナビリティデータブック 2017 環境 98

http://www.theconsumergoodsforum.com


　味の素グループでは、ライフサイクル全体の環境影響の把握としてライフサイクルアセ

スメント（LCA）を実施しています。LCAの基本として、製品における原料・生産・流通・家庭

での使用（調理方法が決まっているカップスープのような製品のみ）・包材の廃棄にわたる

CO2総排出量を把握するカーボンフットプリント（CFP）を実施しています。一方で事業活動

は製品にとどまらず、本社・営業や研究所などの間接部門でもエネルギー使用や出張が発

生し、環境影響を及ぼしています。そこで製品のCFPの結果と間接部門データを集計し、事

業全体が及ぼす環境影響としてスコープ1・2・3データを把握しています。

　スコープ1・2・3の結果を見ると、原料に関連するCO2排出量が50%以上を占めています。

原料の多くは、発酵の原料用植物や風味調味料のエキス用の魚や肉などの農畜水産物が

占めています。農畜水産物の生産では、水やトラクター・漁船等の燃料、飼料を大量に使用

し、環境影響を及ぼす一方、気候変動によるリスクを受けます。そこで味の素グループでは、

生産による原料使用量削減に加えて、研究・開発段階でも環境影響の削減が把握できるよ

うに、LCAを用いています。さらに、下流の廃棄段階でも、1991年より容器包装環境対応ア

セスメントを実施し、包材がライフサイクルに及ぼす環境影響の削減に努めています。

スコープ1
事業者自らによる温室効果ガスの直接排出（燃料の燃
焼、工業プロセス、車両など）

スコープ2
他者から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出

スコープ3
その他の排出 （製品の使用・廃棄、輸送、従業員の出張・
通勤、投資など）

スコープ1・2・3を用いた環境影響評価

味の素グループはSDGsに賛同し、「味の素グループ環境目標」に基づき地球持続性に貢献し続けます。

その実現のために、事業活動がライフサイクル全体に及ぼす環境影響を把握し、最高効率の資源利用を目指しています。

2016年度のマテリアルバランス

■ 味の素グループのスコープ1・2・3の現況

■ 連結売上高（参考）

データの算定方法

● 集計対象範囲 ： 
連結財務会計制度上の味の素グループの
うち、全体の環境に関する重要な影響を
与える主要109事業所を対象

● 集計対象期間 ： 
2016年4月1日～ 2017年3月31日

カップスープ、インスタント
コーヒー、冷凍食品の調理
に必要なCO2排出

使用

味の素グループの生産に
おける燃料電力の使用に
よるCO2排出

生産

味の素グループが購入した
すべての製品の資源採取
段階から製造段階までの
CO2排出

原料

原料および製品の輸送に
よるCO2排出

輸送

味の素グループの製品の
包材が廃棄されたことによ
るCO2排出

廃棄

食品関連

 61%

その他

 13%

連結売上高

1兆911
億円

発酵関連

 26%

（注記）
提携事業（油脂などの事業）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。

スコープ3 カテゴリー1
（発酵関連原料）

 30%

スコープ3 カテゴリー1
（その他製品の原料）

 14%

スコープ2 8% スコープ1 9%

その他

 42%
スコープ2 
カテゴリー
2～15

27%

スコープ3 カテゴリー1
（冷凍食品原料）

 4%

スコープ3 
カテゴリー1
（コーヒー原料）

 8%

味の素グループ サステナビリティデータブック 2017 環境 99



上図のマテリアルバランスにおいては、最新のCO2排出係数を用 
いてCO2排出量を算出しています。これらマテリアルバランスのCO2 

排出量は、ISO14064-1を参照して算定していることを、国際的な 
認証機関「ロイド・レジスター・クオリティ・アシュアランス・リミテッド」 
がISO14064-3の要求事項に従って検証した第三者保証声明書を 
取得しています。

■ 2016年度 事業のライフサイクルにわたるマテリアルバランス

■ 水使用量 ■ 排水量 ■ 副生物・廃棄物発生量

原料

生産

INPUT

主原料  1,705千t

副原料
2,585千t

酸・アルカリ 576千t ほか 2,009千t

包材  

235千tプラスチック系 45千t 紙・段ボール系 139千t

その他 52千t
 
燃料

28,390TJ石油 2,056TJ 石炭 3,820TJ

バイオマス 6,413TJ ガス 16,102TJ

購入電力 8,029TJ

購入エネルギー（蒸気など）  2,686TJ

水

 74,041千t
河川水 23,559千t 上水 5,695千t

工業用水 28,924千t 井水 15,859千t

その他（雨水など） 4千t

 

輸送距離  2,781㎞

 

使用（スープ・冷食・コーヒー関連製品） 551,452t

OUTPUT

スコープ3 カテゴリー1 7,694,113
t-CO2

スコープ1 1,270,429
t-CO2

スコープ3 カテゴリー3 421,002t-CO2

スコープ2

マーケット基準

1,121,769
t-CO2

ロケーション基準
1,143,011t-CO2

スコープ3 カテゴリー4 1,260,016t-CO2

スコープ3 カテゴリー11 1,179,640t-CO2

スコープ3 カテゴリー12 403,802t-CO2

スコープ3 カテゴリー2（資本財） 281,344t-CO2

スコープ3 カテゴリー5（事業上の廃棄） 78,233t-CO2

スコープ3 カテゴリー6（出張） 4,255t-CO2

スコープ3 カテゴリー7（通勤） 15,398t-CO2

スコープ3 カテゴリー9（下流の輸送） 0t-CO2

スコープ3 カテゴリー10（販売した製品の加工） 0t-CO2

スコープ3 カテゴリー13（下流のリース） 0t-CO2

スコープ3 カテゴリー14（フランチャイズ） 0t-CO2

スコープ3 カテゴリー15（投資） 0t-CO2

輸送

使用

廃棄

食品関連

5%
発酵関連

93%

医薬・化成品・包材関連

2%

副製品・資源化量

2,558千t
資源化率

99.3%

廃棄物処理量（外部処理）

18千t

NOx  3,627t
SOx  2,201t
煤塵  2,255t

フロン  5t

食品関連

22% 発酵関連

64%

医薬・化成品・
包材関連

14%

排出先
公共水域

（間接冷却水）  22,373千 t
公共水域

（処理後放流など）  25,872千 t
公共下水  9,909千 t
灌漑用水に利用  1,547千 t
BOD量  170t
窒素  385t

医薬・化成品・
包材関連

11%

食品関連

22%
発酵関連

67%

河水   23,559千 t
工業用水   28,924千 t
井水   15,859千 t
上水・市水   5,695千 t
その他（雨水など） 4千 t

74,041千t 59,700千t 2,575千t

環境データ
第三者保証声明書

参照
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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。

地球持続性に貢献する技術・製品開発

製品のライフサイクル全体での環境影響評価

アミノ酸を活用した環境負荷の少ない農業実現への取り組み

■ カーボンフットプリントの取り組み

■ ウォーターフットプリントの取り組み

※1　地域特性化係数（ISO14046の技術報告書（TR）に掲載予定）とは、全地球の平均降水量を1として、地域ごとの水源の水が豊富ならば1以
下（1リットル使っても水が豊富だから1リットル使っていないと評価する）、乏しければ1以上（1リットル使ったら水が乏しいから1リットル以上使った
と評価する）として評価した値のこと

　カーボンフットプリント（CFP）の評価には、早い段階から着手してきました。2012年5月まで

に（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、飼料用リジンなどのアミノ

酸系製品9品目のCFPの算定基準とCFP値が認定されました。家庭用製品においては、カー

ボンフットプリントの国際規格ISO／TS14067に準じてカーボンフットプリント算定システムを

構築しました。2013年度より「ほんだし®」「鍋キューブ®」などの調味料に加え、スティックコー

ヒー、冷凍食品と味の素グループが日本国内で提供する家庭用製品の代表カテゴリーをほぼ

カバーしました。2016年度は、グローバルでの環境影響を評価するため、各国で代表的な風

味調味料であるインドネシアの「Masako®」、ベトナムの「Aji-ngon®」やタイの「Ros Dee®」

を算定し、味の素グループのスコープ3の第三者保証取得に活用しました。

　味の素グループでは、世界No.1のアミノ酸メーカーとしてアミノ酸の生産から活用に関して

幅広く技術開発を行ってきました。医療、健康面にとどまらず、「農業におけるアミノ酸の活用」

に関しても研究開発を進めています。

　アミノ酸は作物の栄養源になることとあわせて「作物の病害感染を軽減する」作用があるこ

とを発見しました。イネいもち病やキュウリ炭そ病は作物の収量や品質を大きく低下させ、その

抑制には現在農薬に大きく依存していますが、それらの病害を、アミノ酸を施用することで抑制

することができました（右図）。アミノ酸を化学農薬の代替として活用することは環境負荷軽減

につながると捉え、現在は、詳細な作用機構の解析を進めると同時に、国内外の農業での活

用を視野に実用化に向け取り組んでいます。 

　2014年度より、ウォーターフットプリントの規格として発行されたISO14046をベースに、算定

の手法を研究しています。水不足が懸念され環境の影響評価の研究が進んでいる欧州の標

準的な配合飼料と、アミノ酸を配合する低たんぱく飼料との比較評価をしました。

　水の影響評価には、地域特性化係数※1を使用し、原料を生産する地域の水の豊富さに応じ、

各水源の国ごとの地域特性の重みづけをして算定しました。

　2016年度は、フランスの実態調査をし、使用段階の計算精度向上に努めました。水資源の

乏しいフランスの大豆粕や麦などの原料をもとに算出すると、アミノ酸入り飼料のほうが、標準

的な配合飼料よりも14％も水が少ないことがわかりました。飼料1トンあたりお風呂500杯分（＝

100キロリットル）の削減と、窒素負荷が1kg-N削減できることがわかりました。

製品のライフサイクル全体で排出されるCO2

量を、「鍋キューブ®」と家庭の中華だしの一
般的な調理と比較すると、およそ3分の1と、少
ないことがわかりました。

視える化事例：「鍋キューブ®」

■ 1リットルのだしをつくるときの
　CO₂排出量の比較

0

250

500

750

1,000

1,250CO₂排出量
（g/1ℓのだし）

手作りのだし※2

（中華だし）
「鍋キューブ®」

使用

1,067

358

CO₂排出量

1/3！

※2　文部科学省「五訂増補日本食品標準成分表」（2005年）に
示されている標準的な成分値に対する調理方法を参考にし
ている

■ ウォーターフットプリント
 （河川水・地下水のみ）
（kℓ）

慣用飼料 アミノ酸入り飼料
0

600

700

800

900

805

692

イネの根をアミノ酸（グルタミン酸）の溶液に1日浸した後にイネ
いもち病菌を感染させたイネ。感染7日目。対照区は蒸留水に
浸したイネにイネいもち病菌を感染させた。拡大するとイネが枯
死してしまう、白いいもち病の斑点がアミノ酸区では全く発生し
ていないことから、その感染が抑制されていることがわかる。

（国立研究開発法人農研機構との共同研究）

対照区　アミノ酸区

環境データ
味の素グループ製品のCFP値

参照
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 C o l u m n

アミノ酸の力を活かす葉面散布剤
味の素グループでは30年以上前から、アミノ酸発酵生産の過程で

発生する栄養豊富な副生物を有機質肥料（コプロ）として有効利

用する取り組みを進めてきました。さらに、コプロを原料に植物に

必要なリン酸、カリウムなどをバランスよく配合した高付加価値の

製品開発が進んでいます。実験や研究の蓄積により、アミノ酸や

核酸を活用した肥料に、根張りをよくしたり、成長を促進したり、

収穫量を増加させるための効果があることが明らかになりつつあ

ります。葉面散布剤「AJIFOLR」は、1989年にブラジルで発売

されて以降、世界7カ国で生産しています。葉面から少量で効果

的に栄養を与えることができるもので、収穫量が上がる、病害にも

強くなる、果物などは糖度（Brix値）が上がるなど、喜びの声を多

数いただいています。

核酸・アミノ酸入り液体肥 料。
単分子の形態の核酸を豊富に含
むため、吸収がよく、効果が早い
と評判です。

核酸・アミノ酸入り液体肥 料。
窒素・リン酸・加里をバランスよ
く配合した、苗用の資材です。

高濃度アミノ酸とミネラルをバラ
ンスよく配合した葉面散布剤。
イチゴやトマトなどの栽培に使わ
れます。

グルタミン酸入り葉面散布剤。
日照不足時や低気温時の植物の
生育を改善する効果が期待でき
ます。2016年7月に、従来品「グ
ルハート®」から効能成分を増強
した「グルハート®プラス」を新発
売しました。

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かな副生物を、もう 

一つの製品＝コプロ（Co-Products）と位置づけ、肥料や飼料の原料として利用し、研究開発によって付加価値

をつけて製品化しています。各地域の農業の状況や栽培される作物に合わせ、様々な製品を展開しています。

豊かな実りをもたらす「高付加価値肥料」

イチゴの高設栽培。根の傷みが原因と思われる生育障害が発生した。葉の色が薄くなり、
樹勢も悪く、花の数も少なかった。葉面からのアミノ酸補給で樹勢が回復した

日本における製品ラインナップ

アミハートR

 早
はや

根
ね

早
はや

起
おき

R

アジフォルR 
アミノガードR

グルハートRプラス
水稲での効果

使用前 2 カ月間使用後

慣行

慣行

早根早起 R

早根早起 R

■ 世界7カ国で生産される「AJIFOLR」

■ 葉面散布

日本ブラジル インドネシアペルー タイ ベトナム 米国

微量要素を少量で
効率よく吸収させる

葉面散布

直接吸収

肥料ロスの回避

ジャガイモの栽培試験。新発売の「グルハート®

プラス」を用いると、従来品の「グルハート®」に
比べ、さらに11％収量が増加

グルハート R グルハート Rプラス

トマトでの効果

慣行 アミハート R

また、芝用にカスタマイズした製品で
ある「ターフバイタル®プロ」を2015
年に発売しました。

大
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 C o l u m n

排泄
タンパク タンパク

タンパク

外部との連携で「飼料用アミノ酸」を広げる

飼料用アミノ酸の環境負荷低減効果
動物の体を構成するタンパク質は、約20種類のアミノ酸でできています
が、そのうち数種のアミノ酸は必要な量が体内で合成されないため、飼料
で補う必要があります。
飼料内のアミノ酸バランスが悪いと、家畜の体内で有効に使えなかった
アミノ酸が窒素化合物として排泄されます。これが土壌や水質への負荷
につながり、また土壌や大気中で酸化・還元された一部の窒素がN₂O

（亜酸化窒素、CO₂の約300倍の温室効果を持つ）として大気中に放出
されることになります。
飼料用アミノ酸をバランスよく添加することで、飼料内の栄養を効率的に
利用できるようになり、地球環境負荷の低減に役立てることができます。
味の素冷凍食品（株）では、飼料用アミノ酸を活用し環境負荷を下げた
条件で飼育された鶏肉を使用した製品を製造、販売しています。このよう
に、味の素グループはサプライチェーンの広い範囲にわたり、地球環境の
保全に貢献しているのです。

2012年8月、国際飼料工業連盟（IFIF）※1と欧州飼料添加物・プレ
ミックス協会（FEFANA）※2が中心となって、欧州や北南米、日本の
飼料産業協会と世界の主要飼料添加物メーカーによるSpecialty 
Feed Ingredients Sustainability（SFIS）コンソーシアムが設立
されました。味の素アニマル・ニュートリション・グループは、SFIS 
コンソーシアムへの参加を通じ、飼料用アミノ酸の環境負荷低減へ
の貢献を明確化しています。
2016年6月、SFISコンソーシアムのサポートを受けたKebreabらの
グループは、飼料用アミノ酸添加による飼料低タンパク質化および
フィターゼ※3の飼料添加による、畜産生産由来の環境負荷（温室
効果ガス、河川等の富栄養化および酸性化）低減効果をまとめ、
公表しました。この結果の中で、飼料用アミノ酸が欧州では約55％
の温室効果ガス削減に貢献していることが報告されています。
※1　IFIF：International Feed Industry Federation
※2　FEFANA：EU Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures
※3　フィターゼ：フィチン酸を加水分解しリン酸を遊離する酵素

日本における飼料用アミノ酸の環境貢献効果の視える化
“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。そのための様々な「視える化」の取り組みが進
んでいます。

■ ライフサイクル全体でのCO₂総排出量の「視える化」
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、飼料
用アミノ酸のライフサイクルにおけるCO₂排出の「視える化」を進めて
います。

■ オフセット・クレジット制度の進展に貢献
J-クレジット制度は省エネ設備の導入や森林管理等による温室効
果ガスの排出削減・吸収量をクレジットとして認証する制度であり、クレ
ジットの活用による環境と経済の両立を目指して作られました。味の素

（株）は畜産生産者が飼料用アミノ酸を利用しやすくなるよう、「『豚・
ブロイラーへの低タンパク質配合飼料の給餌』によるN₂O排出削減」
を方法論化し、日本国内での制度化の進展に大きく貢献しました。こ
れは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。

■ 第13回エコプロダクツ大賞「農林水産大臣賞」受賞
2016年12月、第13回エコプロ
ダクツ大賞の農林水産大臣
賞に、味の素（株）と味の素ア
ニマル・ニュートリション・グルー
プ（株）の飼料用アミノ酸「リジ
ン」が選ばれました。畜産生産
者が飼料用アミノ酸リジンを適
切に添加することによって、畜産動物がアミノ酸を効率よく使用できる
ことになり、結果、余剰窒素の排出量削減につながります。世界中どこ
で使っても、飼料内栄養の最適化と環境負荷低減を同時に達成でき
るという点で評価されました。

飼料中のアミノ酸バランスを整えることで、飼料の低タンパク質化を実現し、

土壌・水質への負荷や温室効果ガス排出の削減、耕地の有効利用にも効果があるとして注目されている飼料用アミノ酸。

味の素アニマル・ニュートリション・グループ（株）は世界のトップメーカーとして、新たな製品開発や国際社会との連携にも積極的に取り組んでいます。

飼料用アミノ酸の可能性を世界へ広げるために

■ N₂O発生のメカニズム

 “飼料用アミノ酸”のライフサイクル（原料調達・製造・販売）
におけるCO ₂排出量の「視える化」に向けた取り組み

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味の素グルー
プの取り組みを認定

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

「リジン」 「スレオニン」 「トリプトファン」 「バリン」 「AjiProR-L」

特集2 P33-34参照
畜産の栄養課題・環境課題に応える飼料用アミノ酸
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　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、

2012年1月に「味の素グループ 生物多様性に関する考え方と行動指針」を制定しました。さら

に、2014-2016年度「味の素グループ環境中期計画」において、重要原料や地域生態系の

特性に応じて、ステップを踏んで実態を把握し、実行計画を策定することを重点項目として定め、

活動を推進してきました。

　2017年度に定めた「味の素グループ環境方針」「味の素グループ 環境長期ビジョン」では、

生態系・生物多様性に関する考え方を明文化するとともに、グループ全体で目標を持って活動

を推進することを定めました。

　持続可能な原材料調達の取り組みにおいて、味の素グループの事業活動と生態系の両方

にとって重要度が高く、注力して取り組みを進めている分野の一つは、“水産資源”のカツオです。

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 国際水産資源研究所と共同実施している「太平洋

沿岸カツオ標識放流共同調査」に2009年度から継続して取り組んでいます。調査の成果は国

際資源管理機関の議論に反映されるなど、着実な成果を上げています。

　パーム油については、味の素（株）が2012年8月に「持続可能なパーム油のための円卓会

議（RSPO）」に加盟しました。味の素グループ全体で使用するパーム油関連原料については、

2020年度までに持続可能なパーム油への切り替えを完了させる行動目標を掲げています。

　事業で使用する紙については、「味の素グループ 環境長期ビジョン」で、2020年度までに紙

の持続可能な調達を100％実現することを目標としています。2015年度より容器包装用紙への

FSC®認証紙の採用を強化しており、2017年秋季には「ほんだし®」「Cook Do® きょうの大皿」

などの家庭用主力製品でもFSC®認証紙を採用し、認証マークをパッケージに表示します。

　また味の素（株）は、2013年11月より、環境や社会に配慮した紙の利用を社会全体で推進す

る「持続可能な紙利用のためのコンソーシアム（CSPU）」に参画しています。

　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、味の素（株）が参画してい

る「企業と生物多様性イニシアティブ（JBIB）」のメンバー企業との協力のもと、事業所の土地

利用の在り方についても取り組みを進めています。味の素（株）東海事業所では、敷地内に「味

の素 バードサンクチュアリ in 四日市」を設置し、工場と地域生態系の共生を目指した様 な々活

動を継続しています。

味の素グループでは、社外ステークホルダーと連携・協働することにより、より地域に根ざし、サプライチェーン・バリューチェーン全体にわたり

地球規模での広がりを持った生物多様性保全の取り組みを展開しています。

生態系・生物多様性の保全

生物多様性に関する考え方と方針

水産資源に対する取り組み

森林生態系資源、持続可能な土地利用・地域生態系への取り組み

特集2 P38-39参照
水産資源の持続可能性を高めるカツオ生態調査

環境 P107-108参照
持続可能なカツオ漁業と資源利用への取り組み

■ 持続的土地利用・地域生態系への取り組み

味の素グループ 行動規範・方針類
味の素グループ環境方針
味の素グループ 生物多様性に関する考え方と行動指針

参照

味の素グループ 行動規範・方針類
味の素グループ 紙の環境配慮調達ガイドライン

参照

特集2 P26-28参照
味の素グループ 環境長期ビジョン
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 C o l u m n

　ボトルコーヒーやインスタントコーヒーなど、味の素AGF（株）の様々な製品づくりに欠かせないのが水で

す。生産拠点であるAGF鈴鹿（株）では鈴鹿川、AGF関東（株）では荒砥川（利根川水系）を水源とする

水を使用しています。この水を育むのが、それぞれ鈴鹿山麓と赤城山南麓の森です。味の素AGF（株）では、これらの森の一角を整備することによっ

て、豊かな自然や清らかな水を育む大切さを体験し、次世代へと継承していく－それが、「ブレンディ®」の森活動です。

森を守り、水を育む
「ブレンディ®」の森 森づくり活動

[味の素AGF（株）、AGF鈴鹿（株）、AGF関東（株）]

● 「ブレンディ®」の森 鈴鹿 参加者1,000名突破！
　2014年より三重県亀山市で始めた「ブレンディ®」の森 鈴鹿 の

活動は2017年で4年目に突入しました。活動は6月で計19回にのぼ

り、味の素グループの参加者を含め、延べ約1,250名が参加しまし

た。2016年は、間伐などの保全活動のみならず、森を一周できる周

遊道も完成させ、花や植生エリアの案内板設置や休憩用ベンチづく

りも進みました。

● スギ幼木を守りながら、広葉樹エリアの整備拡大
　2015年より群馬県前橋市で始めた「ブレンディ®」の森 群馬 の

活動は3年目を迎え、計9回の活動で、延べ約600名が活動に参加し

ました。2016年度の活動は、獣害対策ネットに守られ順調に育って

いるスギ幼木とネット周辺の下草刈り作業に加え、新たに広葉樹エリ

アの整備と散策のための歩道づくりと、活動の範囲を広げています。

群馬

鈴鹿鈴鹿

鈴鹿

1,000人突破記念第15回 
「ブレンディ®」の森 鈴鹿 集合写真

「ブレンディ®」の森歩道づくり作業の様子（左：群馬／右：鈴鹿）

三重県総合博物館の講師による昆虫採集 AGF鈴鹿（株） 工場見学

2025年度までに「ブレンディ®」の森の面積を約5倍に拡大

● 「ブレンディ®」の森 鈴鹿 看板設置
　2017年5月、「ブレンディ®」の森の入口広場に、森のシンボルとし

て看板を設置し、除幕式を行いました。

● お客様を招待
　2014年開始の「ブレンディ®」の森 鈴鹿 は、これまでの活動の

積み重ねにより、お客様をお呼びできる森に発展しました。第1弾は、

2016年10月、亀山市、鈴鹿市の小学生を招待し、蝶やトンボ等の昆

虫採集と標本づくりの体験教室を行いました。

 第2弾は、2017年3月、地域流通との共同企画である“「ブレンディ®」

の森 自然体験＆AGF鈴鹿 工場見学”を実施し、近隣のお客様をご

招待しました。

 このように、保全活動のみならず、森での環境教室実施という新た

な展開をスタートしました。

（左から）味の素AGF（株）品田社長、
亀山市櫻井市長、亀山市坂下地区ま
ちづくり協議会山内会長

お客様を招待 社員の参加（鈴鹿・群馬延べ1,850名）

0
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鈴鹿 群馬

必要面積
の22％

現在、鈴鹿・群馬の2つの「ブレンディ®」の森で育む地下水（涵養※1量）は、味の素

AGF（株）の2つの工場（AGF鈴鹿（株）とAGF関東（株））で生産される「ブレンディ®」

ボトルコーヒーで使用する水の約20%です（2017年3月末現在、味の素AGF（株）

試算）。そこで、味の素AGF（株）は2025年度までに、「ブレンディ®」 ボトルコーヒーで

使用する水100%を、「ブレンディ®」の森で育む地下水（涵養量）で賄うために、森の

活動面積を2017年3月時点の約5倍に拡大します。

※1 涵養（かんよう）：降水や河川水が地下に浸透し、地下水となることであり、森林面積が大きいと、涵養量
（地下水）が増加する

■ 「ブレンディ®」の森の面積拡大

森を守り、水を育む。AGFグループの森づくり活動
http://www.agf.co.jp/csr/environment/forest.html

参照
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 C o l u m n

　企業が保有する事業所の敷地は、例えば工場であれば生産のための用
地ですが、地域の自然環境の一部です。特に緑地などは、地域生態系にとっ
て重要な役割を果たします。
　三重県四日市市の、日本有数のコンビナート地域にある味の素（株）東
海事業所には、約5,000m2規模の池と周囲を囲む樹林があります。2002
年に、池と樹林を中心とする12,700m2を生物多様性保護地域「味の素 
バードサンクチュアリin四日市」としました。
　現在は、国の準絶滅危惧種、県の絶滅危惧Ⅱ類に指定されているチュウ
サギを含めた6種類のサギをはじめ、貴重なオオタカや清浄な水域にしか
生息しないカワセミなど、多くの野鳥や珍しい昆虫が集まり、渡り鳥の中継
地点にもなっています。

環境に敏感な生き物たちが集う、
地域生態系とともにある事業所を目指して

工場と地域生態系の共生を目指す
「味の素 バードサンクチュアリ in 四日市」
［味の素（株）東海事業所］ 

　2016年度より「環境の取り組みを知るコース」を新設し、バードサンクチュ
アリと東海事業所の環境取り組みについて案内を開始しました。環境に
関心の高い市民の皆さんや地域の小学生が来場し、排水、排気管理を学
ぶとともに、コンビナート地域に残された鳥たちの姿を興味深く観察し、満
足いただけるプログラムとなっています。
　2017年2月～ 3月には、樹木の選択的間伐を行い、池周辺の森の保全
に向けた整備を進めています。
　今後は、池の外来種対策に向け、地域の研究・教育機関・専門家と共
に検討を進めます。長い取り組みとなりますが、北勢地域の生態系との共
生を目指し、地域環境資産の保全に努めていきます。

工場見学を通じて「バードサンクチュアリ」の取り組みを情報発信

外来スイレンの除去が完了し、池面が確保された池の様子

　この立地は、東側2kmに四日市港、西側3kmに南部丘陵公園、南北に河川
があり、「海の環境」「丘陵の環境」「河川の環境」の影響を強く受け、四日市地
区における生態系ネットワーク構築の上で大きなポテンシャルを有しています。
　2012年～2013年に実施した動植物の専門家による事業所および周辺地
域の実態評価調査では、周辺で22科38種の鳥類、61科120種の昆虫類、2科
2種の魚類、15科19種の底生動物が生息し、希少なチュウサギの貴重なコロ
ニー（集団繁殖地）にもなっていることも確認できました。その一方で、サギやカ
ワウの繁殖には過密な状態であること、糞害が生じていること、池には外来種
のスイレンが繁茂していること、アメリカザリガニなどの外来生物が生息してい
ることなど課題が明らかになりました。健全な地域の生態系拠点とするために
は、「味の素バードサンクチュアリin四日市」を北勢地域における重要な生物多
様性保護区域として持続的に維持管理する、改善構想が必要となりました。

河川の環境

味の素（株）東海事業所

河川の環境

丘陵の環境

海の環境

整備前の状況。外来スイレンが繁茂した池と混雑した樹林

「味の素バードサンクチュアリin四日市」の生態系ポテンシャルと課題

カワセミ（左上）、チョウトンボ（右上）、カモ（左下）、サギ（右下）などの美しい姿が
見られる
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 C o l u m n

　味の素（株）は、2006年から持続可能なカツオ資源利用への取り組みを開始し、国

立研究開発法人 水産研究・教育機構 国際水産資源研究所との共同事業である

「太平洋沿岸カツオ標識放流共同調査」を2009年より継続しています。

　調査開始から約10年を経て、味の素（株）は、これまでの取り組みを通じて築き上げた

国内外関係者との連携・協働のハブ（中心）となり、活動をリードしています。

持続可能なカツオ漁業と
資源利用への取り組み

　味の素（株）の持続可能なカツオ漁業と資源利用への取り組みは、

近年の中西部太平洋海域（特に熱帯域）におけるカツオ漁獲量の急

激な増加によるカツオ資源の持続性への懸念を発端としています。

　カツオ資源を将来にわたり持続的に利用していくためには、適切な

資源管理ルールに基づく国際漁業管理の実施が重要と考え、ルー

ル構築へ貢献することを目的としました。日本近海におけるカツオの

回遊などの科学的知見が少ないという課題に対応すべく、2009年

から国の研究機関と共同でカツオの標識放流調査に取り組み、その

成果を国を通じて国際漁業管理機関での議論に反映してきました。

　さらに、日本の近海・沿岸において2000年代後半以降カツオ不漁

が顕著になり、国内カツオ漁業が苦境に立たされていることから、日

本の食文化を支える国内カツオ漁業と地域の持続的な発展に貢献

することを目的に加え、調査活動で得られたカツオの生態に関する知

見を、国内カツオ漁業関係者に積極的に共有してきました。

　現在、中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）による資源管理に

関する国際議論は依然続いており、この中で、中西部太平洋のカツ

オ資源についての、日本と日本以外の多くの関係国との認識に大きな

ギャップが生じています。

　中西部太平洋のカツオ漁獲の中心は、熱帯海域で操業するカツオ

国際漁業によるものです。そこでは年間180～200万トン規模の漁獲

量が継続して得られています。資源評価結果は「資源枯渇でも、過剰

漁獲でもない」とされており、熱帯海域のカツオ漁にかかわる遠洋漁業

国や島嶼国には現時点で漁獲量を減らす動きはありません。

国際資源管理ルールの構築と
地域の漁業の持続的発展を目指して

カツオの資源評価と日本近海の漁業者の懸念

■ 味の素（株）の活動目的

地域の
持続的発展の視点

原料の
安定調達の視点

カツオの国際資源管理ルール
構築への貢献＜中西部太平洋海域
全体（特に熱帯海域）＞
　↓

「ほんだし®」原料の持続可能な調達

持続可能な国内カツオ漁業への貢献
＜日本近海＞
　↓
カツオ利用の食文化、それを支える地
域の持続性

相互に関連

　一方、日本の近海釣りや沿岸曳縄漁によるカツオ漁獲量は、顕著

に減少が続いています。国内漁業関係者のカツオの資源状態に対

する危機意識は強く、特に熱帯海域の大量漁獲が日本近海のカツオ

資源に悪影響を及ぼしているとの懸念を強く持っています。

　国際的な合意形成にはさらに時間を要する見込みです。当面、熱

帯域のカツオ資源状態が危機に陥り資源利用が困難になるというこ

とは考えにくいと判断されますが、日本近海のカツオ漁業の苦境が続く

可能性があり、日本の近海漁業関係者の懸念とのギャップは解消され

ないおそれが強くなります。

❶WCPFCにおける資源評価のプロセスを改善するためには、漁業データを中心とする統計的手法だけでなく、カツオの生物学的、生態学的知
見の蓄積が必要。

❷熱帯海域と日本近海（亜熱帯～温帯海域）のカツオ資源の関係を明らかにすることが重要であり、黒潮本流源流域は熱帯～亜熱帯海域を 
つなぐ重要な海域。味の素（株）の調査活動はこの海域で実施している。

❸日本へのカツオ回遊にかかわるこの重要海域は、インドネシア～フィリピン～台湾～日本と連なる沿岸・近海海域であり、WCPFCにおける議論
において日本の懸念に理解を得るための重要な関係国・地域。味の素グループの重要な事業活動国でもある。

❹熱帯域の漁業活動以外にも、気候変動、漁業従事者不足、不採算など日本沿岸・近海漁業をとりまく環境はさらに不安定、不確実となること
が予想され、合理的・経済的で持続可能な漁業に向けた改善を図ることが重要。

　特にその影響が出やすい南西諸島海域でのカツオ生態に関する詳細な知見は改善取り組みに直接の貢献が可能。

■ 味の素（株）が取り組むカツオ生態調査の意義と状況認識
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❶アーカイバルタグ（記録型電子標識）を用いた調査
　アーカイバルタグは、照度のデータを利用して毎日正午のおおよそ

の緯度・経度を推定できるとともに、体温、水温、深度を30秒ごとに記

録でき、カツオの行動生態パターンの全体像を理解するために役立

ちます。2012～2016年に実施した南西諸島海域での調査活動に

より、回遊行動、鉛直行動、摂餌行動などカツオの生態に関する詳

細な新知見がもたらされ、日本近海へのカツオ北上ルートが推定され

るという大きな成果が得られました。

　黒潮源流域のカツオ回遊行動の調査については、現在、台湾行

政・研究機関・漁業者との連携により、台湾沖など黒潮源流域のさら

に上流側を含めた回遊行動調査へと展開しています。

❷ピンガー（超音波標識）を用いた調査
　ピンガーと受信機を組み合わせたバイオテレメトリーシステムは、カ

ツオの観測ツールとして期待できるだけでなく、魚種を問わず持続可

能な水産資源管理の共通社会インフラとなりえる可能性を有してい

ます。

　この技術は研究途上であることから、味の素（株）は、国の戦略的

創造研究推進事業に参加する国立4大学研究チームとの連携で

実用技術確立に向けた共同研究を進めています。

　2015年から、与那国島沖の黒潮海域で受信機の設置とピンガー

標識放流を開始。現在は、与那国町漁業協同組合の協力のもと、

地域の漁船が操業する海域の浮き漁礁すべて（最大5基）と操業漁

船5隻に受信機を設置して、与那国島の南西側約500km2の海域

をカバーする受信機ネットワークを構築し、常時観測体制を運用して

います。

「太平洋沿岸カツオ標識放流共同調査」の調査成果

■ 黒潮源流域にわたる広域ピンガーネットワーク
  構想

カツオの北上ルート（推定）

黒潮

黒潮ルート

共同調査の成果が
ルート推定に貢献

九州・紀州沖ルート

伊豆・小笠原ルート 東沖ルート

アーカイバルタグが取得したデータは、内部 
メモリに記録されるため、標識魚が再捕され 
標識本体が回収されなければ、情報は得られ 
ない。再捕率は数％と低く、複数年にわたる 
大規模な調査が必要

アーカイバルタグ

背景は50m表層水温（2016年5月上旬）の図（気象庁提供）

ピンガー（超音波標識）と受信機

バイオテレメトリーシステムは、標識魚（ピンガー）から超音波信号で送られる情報を受信機で
受信し記録する。受信機から500m範囲内にいる標識魚の情報を取得でき、受信したデー
タはほぼリアルタイムで見ることができる

特集2 P38-39参照
水産資源の持続可能性を高めるカツオ生態調査

主たる共同研究パートナー

（国研） 水産研究・教育機構 国際水産資源研究所

主たる共同研究パートナー

・  東京海洋大学
・ 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業（CREST）※1 

   の研究チーム（北海道大学、京都大学、東京大学、東京海洋 
   大学）

　得られたデータから、カツオが海域内での滞留の後に離脱し移動

していく様子や、海域内の漁礁間の移動行動の詳細を捉えることが

できました。また、現地の漁業者と東京の研究者が同時にデータを共

有して魚の行動を観測できるようにもなっています。

　ピンガー受信機ネットワークをさらに広域に展開すれば、カツオをは

じめとする高度回遊魚の広域にわたる回遊行動の解明に大きな力

を発揮すると考えられます。そこで現在、トカラ列島海域や高知沖海

域への受信機ネットワーク展開を目指して、各地の関係者と検討を

進めています。

※1　国が定める戦略目標の達成に向けて、課題達成型基礎研究を推進し、科学技術イノベー
ションを生み出す革新的技術シーズを創出するためのチーム型研究

高知沖海域
・ピンガー受信機ネットワーク
〈検討中〉

トカラ列島海域
・ピンガー受信機ネットワーク
〈検討中〉

与那国島沖海域
・標識放流〈実施中〉
・ピンガー受信機ネットワーク
〈10基体制で稼働中〉

台湾台東懸沖海域
・標識放流〈実施中〉
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事例紹介

味の素グループでは、中身の品質保持という食品の容器包装の重要な機能を確保しながら、「できるだけ環境に配慮された製品を選びたい」と

いうお客様のニーズにもお応えできる、環境負荷の小さな容器包装の設計・開発に取り組んでいます。

環境に配慮した容器包装の開発

容器包装に取り組む社内の体制

お客様のニーズへの対応と、今後の取り組み

出典：味の素（株）[AMC調査2015]
対象：全国の20～ 70代　2人以上世帯の主婦2,064人

包装設計者連絡会

平成27年度の日本の一般廃棄物の年間排出量は4,398万トンです

が、そのうち家庭からのゴミが2,854万トンで、約65％を占めています。

家庭ゴミにおける容器包装が占める割合は容積比で約55％を占め

ています。

家庭のゴミと容器包装

DATA ●	家庭ごみ全体に占める	
容器包装廃棄物の	
素材別比率

※四捨五入による端数
処理の関係で、合計値が
あわない場合があります3.5%

金属類

1.4%
ガラス類0.0%

その他

プラスチック類

39.8%

容器包装以外の
廃棄物

44.9%

紙類

10.3%

容器包装

55.1%

　食品の容器包装は、お客様のお手元に届いてから製品を使い切るまで、中身の品質を保

持する大切な役割を担っている一方で、家庭で排出されるゴミの約55％（容積比 平成27年

度実績）を占めています。味の素（株）が独自に行った「日々の食卓と地球環境への配慮に関

する調査」の結果では、8割以上の生活者が「ゴミを減らすことを心がけている」「分別廃棄をき

ちんと行う」「なるべく詰め替え品を買う」などの努力をしていることがわかりました。

　味の素グループは、包材使用量削減による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。例えば、鮮度保持技術による賞味期限延長や容器包装への付着防止

技術を通じたフードロス低減への貢献、石油由来原料の代わりとなるバイオマスプラスチック

の積極的な導入や非可食素材の活用のほか、物流配送の効率化まで考えた包装設計等、

幅広い分野で技術開発を進めていきます。

　味の素グループでは、調味料、加工食品をはじめとして、冷凍食品、油、飲料など、扱う製品

も使用する容器包装も多岐にわたっています。各社が独自に容器包装の環境配慮の取り組

みを推進していくため「グループ食品会議」や「包装設計者連絡会」などを通じて情報交換を

行っています。今後もわかりやすい環境配慮設計を目指してグループ総合力を発揮し、さらなる

改善に取り組んでいきます。

　味の素グループは、容器包装リサイクルの推進団体や行政関連組織との連携を通じて、容

器包装リサイクルの法令や制度の改善に参画するとともに、事例の紹介を通じて、社会の皆

様に3Rの推進を知っていただく活動を行っています。

　例えば、農林水産省が2017年4月に公表した「食品ロスの削減につながる容器包装の

高機能化事例集」の作成に協力し、「ほんだし®」60g瓶と「鍋キューブ®」、「アミノバイタル® 

GOLD」を事例として掲載しました。

● 日常生活でゴミを減らす
　 ことを心がけている

● ゴミの分別は面倒でも
　 きちんと行う

● 調味料は詰め替え品を
　 買うようにしている

● 食品の包装、生鮮のトレイ
　 などムダが多いと思う

78%

95%

83%

83%

社外関係者との連携

● エコプロダクツ展
● 農林水産省「食品ロスの削減につながる容器 
   包装の高機能化事例集」
● 九都県市容器包装ダイエット宣言
● 容器包装リサイクル推進協議会等への3R 
　改善事例提供

■ 日々 の食卓における環境配慮調査

出典：容器包装廃棄物の使用・排出実態調査の概要（環境省）
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環境に配慮した容器包装の開発

容器包装の環境配慮設計の推進

　味の素グループでは、容器包装の環境配慮設計の推進に取り組んでいます。環境配慮設

計は2013年にISO18600シリーズとして規格化され、国内では経済産業省が主導し、2015

年にJIS Z 0130として規格化されました。ここでいう環境配慮設計とは容器包装が本来果た

すべき必要な機能を満たした上で、環境に配慮した包材設計を行うことです。

　容器包装が本来果たすべき必要な機能としては、製品の保護、物流適正、製品の陳列性、

お客様の受容性、情報の表示、安全性、法規制などが挙げられます。一方、環境配慮としては

3R（リデュース、リユース、リサイクル）、フードロスの削減、CO₂排出量の削減、持続可能な包

材の使用などが挙げられます。

　味の素グループでは、機能面からみて過剰となる容器包装は慎む一方で、例えば過度な包

材の削減等により製品の劣化や破損など廃棄ロスを増加させ、かえって環境負荷の上昇を招

くようなことを防ぎ、両者のバランスの取れた、最も環境負荷の低い包材設計を行うことを心が

けています。（図1）

　環境配慮設計を国内外の味の素グループで推進するために、新製品および改訂品を発売

する前の「環境アセスメント」を2017年4月より改定しました。「環境アセスメント」のチェックリス

トを法規制など個々の製品で必ず順守すべき項目と3Rの推進など、グループ環境目標への

適合性を確認する項目に分け、評価を実施しています。（表1）

　国内においては、容器包装リサイクル法により家庭用製品の容器包装廃棄物の減量化と

再商品化の義務を負っています。また、食品リサイクル法に関連する取り組みとして2017年4

月に農林水産省よりフードロスの削減につながる容器包装の事例集の公表がありました。

　国内グループ各社は独自にこれらに適合する取り組みを行っており、例えば味の素（株）では

「環境アセスメント」チェックリストに加えて、2017年4月に改定した「容器包装エコインデック

ス評価表」を使用し、新製品と改訂品の発売前の評価を採点方式でより細かく行っています。

（表2）

　国内グループ３社（味の素（株）、味の素冷凍食品（株）、味の素AGF（株））の再商品化義

務のある容器包装使用量は2015年度実績で37.9千トン、対前年比98.4％でした。この使用

量に基づいた2017年度の再商品化委託料金支払は、450百万円で対前年比95.8％でし

た。（図2）

■ 図1 容器包装の環境配慮設計

■ 図2 国内グループ3社※1の家庭用 
  製品の容器包装使用量と再商品 
  化委託料金

■ 表1 「環境アセスメント」チェックリスト ■ 表2 容器包装エコインデックス評価表

本来機能
● 製品の保護
● 物流適正
● 製品の陳列性
● お客様の受容性
● 情報の表示
● 安全性
● 法規制

環境配慮
● リデュース
● リユース
● リサイクル
● フードロスの削減
● CO2排出量の削減
● 持続可能な包材の
使用
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38.5

450

37.9

530

42.0

重量（千トン）

支払年度
（使用年度）

再商品化委託料金（百万円）

プラスチック ガラスびん紙

PETボトル 再商品化委託料金

目的 チェック項目
順守 廃棄物の3R 環境法令・規制への適合

フードロスの削減 製品の劣化や破損の防止

リスク リスクのある包材の採用

グループ環境目標
適合性

廃棄物の3R 3Rにつながる包材の採用

持続可能な調達 持続可能な包材の採用

フードロスの削減 フードロス削減につながる
包材の採用

温室効果ガス削減 輸送時の積載率の向上

生活者のエコライフ
意識の醸成

環境ラベルの表示

目的 評価項目の例 評価基準の例 評価点
廃棄物の3R プラスチック容器包装

重量の削減
450kg/年以上の
削減

+2

空間率の適正包装 空間率15%未満 +1

温室効果ガス削減 LC-CO2発生量の削減 既存品より削減 +1

持続可能な調達 環境配慮材料の使用 森林認証紙の採用 +1

生活者のエコライフ
意識の醸成

環境対応表示の有無 「味なエコ」マークの
表示

+1

廃棄物の3R リサイクルシステムへの
適合性

すべての部位にリサイ
クル容易な包材を使
用

+1

フードロス削減 フードロス削減 シェルフライフの延長 +1

小分け包装の採用 +1

温室効果ガス削減 輸送効率 積載効率80%以上 +1

※1 味の素（株）、味の素冷凍食品（株）、味の素 AGF（株）
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環境に配慮した容器包装の開発

容器包装の環境配慮設計の事例紹介

　味の素グループでは、様々な特性と形態を持つ製品に合わせて、瓶、プラスチックフィルム、パウチ、トレイ、紙箱・外装（段ボール箱）に至るまで、

最適な容器包装を選択・開発し、環境配慮設計を進めています。ここでは、フードロスの削減と資源保全につながる容器包装の事例を紹介します。

■ 従来のペットボトルと再生ペット 
   ボトルのサイクルの違い

　容器の天面嵌合部に追加して側面周側部を密封させるためのリブ（突起）をキャップの内側に

付与し気密性を向上させています。これにより、製品開封後の固結防止や香り長持ちなど品質劣

化の抑制による鮮度保持を図っています。（2008年度から）

　キューブ状の鍋つゆの素を開発し、1人前（キューブ1個）ずつ個包装化しました。1人前が1個の

キューブですので、1人鍋から大人数の鍋まで、作る量を調整することができ、家庭での食べ残しに

よるフードロスを減少させることが期待されます。（2012年度から）

　これまでスティック包材の角が尖っていることから、流通時などにスティック同士の突き刺しが起

こることがありました。スティックの角に丸みをつけるように製造ラインを改善し、スティック同士の突

き刺しによる破損、損傷を軽減し廃棄ロスを削減しました。（2016年度から）

　味の素グループでは、2016年歳暮期よりギフト製品の化粧箱にFSC®認証を受けた包装資材

の採用を開始し、2017年秋季より味の素（株）「ほんだし®」「Cook Do®きょうの大皿」などの家庭

用主力製品で順次採用していきます。また、これら製品が適切に管理された森林で生産された紙

を使用していることをお客様にお伝えするために、FSC®認証マークおよび独自の環境マーク「味

なエコ」マーク、「ほっとするエコ」マークを表示しています。

　味の素AGF（株）では、使用済みペットボトルを化学的に分解した材料を再び耐熱タイプのペッ

トボトルにリサイクルする技術を東洋製罐グループと共同開発し、主力ボトルコーヒー全製品に導

入しました。再生耐熱ペット樹脂を100%使用したペットボトルは、全世界の飲料メーカーの中でも

唯一味の素AGF（株）だけが行う取り組みです。この新技術導入により、原料として年間約2,000

トン相当（概算）の石油資源使用量を削減します。（2016年春から）

事例１

事例 2

事例 3

事例 4

事例 5

鮮度保持「ほんだし®」60g瓶

小分け・個包装「鍋キューブ®」

破損・損傷の軽減「アミノバイタル®GOLD」

FSC®認証紙の採用　ギフト 「ほんだし®」「Cook Do®きょうの大皿」

再生耐熱PET樹脂100％使用「ブレンディ®」ボトルコーヒー

CO2発生量削減包材の開発
第41回 木下賞「研究開発部門」
（主催：（公社）日本包装技術協会）

この活動で
 受賞！
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環境に配慮した容器包装の開発

容器包装に配慮した「味なエコ」マーク、「ほっとするエコ」マーク製品を広げる

　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ため、包装の軽・薄・短・小や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。しかし、販売量全体でまとめて見ると大きな

環境貢献効果があります。

　「できるだけ環境によい製品を選びたい」「製品のエコをひと目でわかるようにしてほしい」という

お客様のニーズにお応えし、味の素グループでは2010年より、味の素AGF（株）では2015年より

独自の環境マークを製品に表示しています。

 「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。

 「ほっとするエコ」とは？
味の素AGF（株）製品の環境への
取り組み情報のことで、ロゴマー
クは「地球の緑」と嗜好飲料がも
つ「やすらぎ」を表現しています。
2015年春より表示を開始しました。

「味なエコ」
マーク製品数

201品種
「ほっとするエコ」
マーク製品数

148品種
2017年7月現在
味の素（株）・

味の素冷凍食品（株）・
味の素AGF（株）

2017年7月現在
味の素AGF（株）

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です。
ゴミを減量化し、CO2排出量を約20～50%抑制しました。

CO2吸収包材でエコ
包材焼却時に発生するCO2を吸収する素材を使用しています。

再生紙でエコ
古紙パルプの配合量が80%を超える再生紙を使用していま
す。資源を大切に利用していくために、リサイクル素材を積
極的に採用しています。

袋包装の最表面のフィルムに、
植物由来原料を20％以上使用
のPETフィルムを採用

従来の石油由来原料を植物
由来プラスチックに25％以上
置き換えたキャップやトレイ
を採用

植物プラスチックでエコ
包装材料の一部に植物性プラスチックを使用
しています。植物性由来原料を使用すること
で、石油使用量とCO2排出量を抑制できます。

再生プラスチックでエコ
包装材料の一部に再生プラスチックを使用しています。再生プラス
チックを使用することで、石油使用量とCO2排出量を抑制できます。

※　レギュラー・コーヒー製品の袋包装の最表面のフィルムに、
　　再生樹脂を80％以上使用したPETフィルムを採用
※　主力ボトルコーヒー製品のボトルに、再生樹脂を100％使用した
       PET樹脂を採用

間伐材でエコ
包装材料の一部に間伐材を使用しています。間伐材マーク
認定委員会※2の認定を得ている容器包装※3を使用しています。

※2　全国森林協会連合会が設置する委員会
※3　間伐材パルプを10%以上使用

詰め替えでエコ
袋製品から中身を詰め替えて、長持ちする瓶
を繰り返し使っていただくことで、環境負荷
を抑制できます。

易分別でエコ
この製品の包装材料は捨てやすい工夫がされています。

瓶ラベルが簡単にはが
れる　「易剥離ラベル」
を採用

ご使用後、簡単に分別
できるキャップを採用

省包材でエコ
この製品は、包装材料使用量を従来品に比べ
低減しています。

参照
「味なエコ」マーク
http://www.ajinomoto.com/jp/activity/
environment/eco/life.html
「ほっとするエコ」マーク
http://www.agf.co.jp/csr/eco/

森林資源保全でエコ
包装材料の一部に、適切に管理された森林で
生産されたことを示すFSC ®※1の認証紙を容
器包装に使用している製品。

※1　Forest Stewardship Council ®：森林管理協議会
　　 味の素（株）：FSC®N002688　味の素AGF（株）：FSC®N002418
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　味の素グループでは、現在味の素（株）、味の素冷凍食品（株）、味の素AGF（株）の3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、各社個別に輸配送に伴うエネル

ギー使用量（原油換算）の原単位を5年間平均年間1%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。

　3社合計の2016年度までの5年間平均の原単位変化は、1.6%/年の削減となりました。2016

年度は共同配送推進や自社工場からお得意先までの直送の増加、積載率の向上による配送

車両の削減を進めたことで、原単位は前年比でも減少する結果となりました。

　これからも着実に荷主義務である年1％削減達成に向け、取り組みを進めていきます。

　味の素グループのモーダルシフト※2への取り組みは、味の素（株）物流企画部や味の素物流

（株）を中心に1995年に始まりました。物流を抜本的に見直し、輸送力強化と環境配慮型物流

を同時に実現することを現在推進しています。

　国内では、2012年までは鉄道のみでしたが、500km以上の長距離輸送において船舶輸送

を強化しています。現在、関東地区から北海道地区、関西地区から九州地区、川崎地区から関

西地区への製品輸送に船便を活用。また、輸送効率のよい大型の31フィートコンテナを活用し

た鉄道輸送も強化しています。2016年度の味の素（株）の長距離輸送のモーダルシフト率は

79％。海外法人も含めて今後はさらなる取り組みを進めていきます。

　味の素ハートランド社エディビル工場では、敷地内に線路を引き、トラックから鉄道（貨車）使用

へと輸送形態を変えています。従来、トラックで100km先の貨車ステーションへの輸送を行ってい

ましたが、 2010年より導入されたこのモーダルシフトに伴い、トラックの使用台数を削減しました。

台数としては、1カ月約80台のトラックの使用を削減し、20両の貨車に変更しました。これはCO2換

算すると90%削減できることとなり、環境負荷軽減にもつながっています。

食品業界の物流環境の多くの課題に対し、味の素グループは、原料の調達から製品をお客様にお届けする配送に至るまで、

環境負荷低減に取り組んでいます。

物流の取り組み

荷主としての取り組み

味の素グループのモーダルシフトへの取り組み

■ エネルギー使用量原単位の推移※1

※2　モーダルシフト：環境負荷の低い鉄道や船舶による輸送手段を選択すること。鉄道コンテナ輸送のCO2排出量はトラック輸送の8分の
1、船舶輸送のCO2排出量は5分の1といわれている

※1　味の素（株）、味の素冷凍食品（株）、味の素AGF（株）
の3社合計の数値

船舶輸送に使用する貨物専用フェリー

味の素（株）のモーダルシフト率

0

45

50
原単位

2012 2013 2014

48.1
47.3

（年度）

原単位＝エネルギーの使用量／販売重量

44.4

46.5 46.8

20162015

輸送に伴うエネルギー使用量原単位

5年間平均1.6％/年の削減

500km以上の長距離輸送

79％（鉄道35％、船舶44％）

味の素ハートランド社エディビル工場の貸車線路 貨車への製品の積み込みの様子味の素ハートランド社エディビル工場内の貨車ステーション

■ 味の素ハートランド社のモーダルシフト
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 C o l u m n

 C o l u m n

近年、生産量・消費量の増大に伴い、過剰在庫による廃棄の増加、および生産・物流にお

ける消費エネルギー増大が社会的課題となっています。味の素グループでも製品の大量生

産・多品種化が進み、原料調達から販売に至るSCM（サプライチェーンマネジメント）の難

度が高まっています。味の素グループでは、この課題を解決すべく、IE（管理工学） ※3　を用

い売上拡大や在庫削減、物流費の改善を積極的に行っています。

SCMの理想はお客様の要望に応じ「必要な時に・必要な分を・必要な場所へお届けする」

ことです。その実現に向けては需要予測精度・生産フレキシビリティー・入出荷／配送効

率の向上が必須です。味の素グループでは、主にSCM関連業務の情報伝達方法、および

工場・倉庫など拠点オペレーション効率の改善を進めています。月に一度まとめて生産を行

う月次生産体制に対して、短いサイクルで需要に対応する週次生産体制は、在庫レベルを

低い状態に保つことができるため、在庫削減に特に有効で、複数法人で実現しています。ま

た、SCM全体の最適化には生産効率に加え、物流効率の向上も必要です。そのため、他

社との協働による効率的なネットワークの構築を実施する等、各拠点で物流体制の再構築も

進めています。今後も各拠点それぞれの抱える課題に的確に対応しながら、SCM全体の最

適化を目指していきます。

IEを活用し、SCMの改善から環境負荷低減へ

ベトナム味の素社では、部門間連携の課題とSCM問題の構造を定量把握し、各

部門において連携すべき課題の優先順位を決定した上で、「Aji-ngon®」の週次

生販導入などを実施し、改善第一段階で25％の在庫低減をしました。現在は、工

場における作業品質・生産性改善も進めています。この取り組みの結果、14-16

年度でベトナム味の素社を含む海外食品全体でも1週間以上の製品在庫が低減

され、ムダのないSCMへと変化を続けています。

■ 拠点オペレーション効率の改善による理想的なSCMの実現

■ ベトナムにおける在庫削減

ベトナム味の素社では、設備改善により出荷効率も大幅に向上
しています。

作業工程、レイアウト改善後の様子

長距離輸送トラックの不規則な就業形態、ハードな車中泊、長時間労働の改善に向けて、ドライバーの労働環境改善にも取り組んでいます。

味の素物流（株）は、2015年8月から三重物流センター（三重県四日市市）と久喜物流センター（埼玉県久喜市）間の拠点間の輸送において、

中間地点の静岡で荷台ごと荷物を交換し、それぞれの発地に戻ることで日帰りを可能とする中継輸送を行うための専用トレーラー「リレー 

ライナー ®」の運行を開始しています。「リレーライナー®」の導入により、遠隔地への泊まり運行が無くなって、ドライバーの負担が軽減しま

した。時間管理もしやすくなり、女性ドライバーにも好評です。

ドライバーの労働環境改善と輸送力の安定化～「リレーライナー®」～

東海エース物流（株）市川美樹

「リレーライナー ®」という中継輸送の取り組みをきっかけに、週1日の条件

で乗務に就いています。「リレーライナー ®」は決まったルートのため、安心し

て走行できます。また、定時便なので乗務日も時間を有効に使うことができ、

家族と一緒に過ごしたり、自分の時間も持てるので、ありがたいです。

リレーライナー® 中継基地静岡三重
日帰り

久喜
日帰り

リレーライナー®を差し替えてそれぞれの出発地へ戻る

※3　IE（Industrial Engineering）：人・モノ・設備からなるシステムを設計・改善をするための技術体系

改善前

改善後
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環境マネジメント

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
2016年度の実績

 ISO14001の認証を、対象サイトの

84％にあたる118の拠点で取得
（2016年3月現在）

環境マネジメント

　味の素グループでは、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

経営を推進し、重要な環境に関する方針の決定、環境計画の策定（中長期目標、年

度計画）、環境活動のレビューを行っています。

　味の素グループは2016年度、会社の統廃合、工場の設立により対象サイトが合計

140（2016年3月時点）となっており、118拠点でISO14001の認証を取得し、未取得

のサイトでもISO14001の考えに基づいたマネジメントを推進しています。

　グループ環境経営を進める上では、事実に基づいた環境実績の「視える化」が重要

です。グループ会社の環境データを収集するためのシステムを旧システムからACSES※1

というシステムにリプレースし、年2回のデータ収集から組織の運用実態に合わせて、毎

月の実績報告も可能となる仕組みをスタートしました。収集されたデータは、各サイトで環

境活動での利用や、グループ全体の環境実績の進捗管理、CDPなどの外部情報開示

の基礎データに活用しています。

※1　ACSES：Ajinomoto Group Communication System for Environmental and Safety

味の素グループでは、海外を含むグループ各サイトでISO14001に準拠した環境マネジメントシステム（EMS）を適用してきました。

2015年にISO14001が11年ぶりに改訂されたことにより、会社の競争力強化にも寄与する攻めの環境マネジメントシステムに転換されました。

「ライフサイクル思考」の考えが含まれており、これまでの工場や営業所という「サイト」単位での考え方から、事業プロセス全体で考えることが

重要となってきました。

■ 味の素グループの環境マネジメント運用体制
味の素（株）取締役会

味の素（株）経営会議

環境会議

アミノサイエンス
事業本部 食品事業本部 コーポレート

【事務局】
　　◦生産戦略部
　　◦経営企画部
　　◦グローバルコミュニケーション部

年2回開催

味の素グループ環境
方 針 、目標 、規 程の 
決定とレビュー
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　味の素グループでは、新製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、さらにその内容を生産

戦略部がグループ全体の視点でチェックした後、決裁します。2010年4月からは、地域ごとの状況

をより深く考慮したアセスメントを行うため、アセアン地区についてはコンシューマー食品の新発

売・改訂品発売に関する環境アセスメントの権限を一部委譲しました。

　さらに、法人や組織の業績評価においても評価項目の一つに「環境項目」を加え、環境に対す

る取り組みを重要な企業活動の一つとして位置づけています。

　味の素グループでは、環境経営の推進に不可欠な環境監査を重視し、ISO14001規格への

適合を確認する「外部審査」のほか、環境に課題がある事業所に対しては、「環境監査」を実施し

ています。また、日本国内においては、グループとしての環境マネジメントシステムの維持・強化を図

るため、監査員が監査を的確に行えるよう、外部の講師を招いて「味の素グループ内部監査員養

成講座」を運営しています。2016年度からはISO14001の2015年版に即した内部監査員養成

講座を開催し、味の素グループ全体で2015年版内部監査員養成を強化しています。

　味の素グループでは、近隣住民の皆様に開かれた事業所を目指しています。臭気や騒音など

の環境に関するいつもと違う異常を感じた際や、地域の方々の声を聞かれた際には、すぐにご連

絡いただけるように、近隣の自治会や協議会などの会合に参加し、コミュニケーションの機会やつ

ながりを大切にしています。また、海外工場でも地域の方 を々対象に工場見学を実施するなど、環

境の取り組みへのご意見を伺っています。

　環境に関する法令違反や事故などが発生した場合には、速やかに対策を講じる仕組みを構築

しています。2016年度は合計9件の環境法令違反が発生しました。そのうち、6件は廃棄物処理

法違反でした。いずれの事例もマニフェストの保存期間やマニフェストへの記述間違いや産業廃

棄物処理業者との委託契約の内容不備など、管轄する行政へ自ら報告し罰則の適用を受けた

事例はありませんでした。その他の3件は工場の排水品質基準に関する違反であり、行政指導に

基づいた適切な是正措置や順法対応を実施しています。

　2016年度の環境事故の発生は、合計6件となりました。上記の排水に関わる環境法令違反

3件以外に、①原料である植物油が配管フランジ部より漏洩し、雨水排水系統経由で工場敷地

外へ流出した事例、②物流トラックが顧客の倉庫に積み込みに入る際に、トラックの燃料タンク

の連結ホースが裂け、公道に燃料が漏洩した事例、③非定常な作業に伴い工場総排水口の遮

断弁を閉止していたが、遮断弁の締まりが完全ではなく排水基準を超過した事例の3件がありま

した。いずれの場合も環境に重大な影響を与えるものではなく、速やかに行政に報告し、原因究

明を行い、必要な処置を実施しました。

　今後とも、味の素グループ内で、環境法令違反や環境事故の情報の共有化を実施し、再発

防止に努めていきます｡

環境マネジメント

① 法順守

② 典型7公害 大気汚染・水質汚濁・騒
音・臭気・土壌汚染など

③ 地球環境問題
省エネルギー・再生可能
エネルギー・フロン・物流
効率など

④ フードロス削減 賞味期限延長・年月表示
化など

⑤ 持続可能な調達
生物多様性保全・認証
原料・認証紙・バイオプラ
スチックなど

⑥ 水資源 水使用量・排水量の削減

⑦ 廃棄物の処分 廃棄物適正処分・排出
者責任など

⑧  循環型社会形
成

3R・過剰包装・副生物の
有効利用・廃棄物発生
抑制など

⑨ 有害物質管理 新規化学物質・PCB・ア
スベストなど

⑩ 建築物の影響 日照権・電波障害など

⑪  生活者のエコラ
イフ意識の醸成 環境ラベルの表示

■ 環境アセスメント項目■ 環境アセスメントの実施

■ 環境監査の実施

■ 工場の地域への取り組みと環境事故対応

味の素（株）川崎事業所「環境モニター会議」
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　事業を推進する中で環境に対して適切な事業運営を行うためには、各業務に応じた専門的

で実践的な知識や技術向上が必要です。味の素グループでは、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、新事業や製品を企画する事業部門・研究部門担当者に対す

る環境アセスメント教育などを継続的に実施しています。内部環境監査員養成講座（2日間コー

ス）は2017年３月に110回を数え、延べ2,800名以上が受講しました。また、ISO14001の2015

年版の発効に伴い2015年版の内部環境監査員養成セミナーを2016年1月より開始し、これま

で合計７回の実施で214名が受講しました。

　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

急な解決に向けた新たな環境法令や関連条例の制定、環境法令の改正が頻繁に行われて

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。そのため、2011年度より国内のEMS担当者などを対象に「環境法令研修」

を開始し、事業活動に関連の深い法令について、実務知識を習得するための専門教育を行っ

ています。2016年度は「廃棄物処理法」や「法令改正動向」をテーマに、各法令のポイントや実

務対応について情報を共有しました。その他、化学物質管理に関する法令についても、実務者

を対象とした勉強会を定期的に実施するなど、法令順守に必要な力量の確保を図っています。

　味の素グループでは、それぞれの業務を通じて「持続可能な社会の実現」を目指すために

基盤となる環境教育・意識啓発に力を注いでいます。人事部門、総務部門等と連携をとりなが

ら、味の素グループの環境活動について周知するとともに、各階層における役割について継

続して教育を行っています。

　味の素（株）企業行動委員会が開催している味の素グループ国内の会社の基幹職を対象

としたコンプライアンス研修においても、2012年度より環境のテーマを設けました。多様化す

る環境課題に対する企業の社会的責任を果たすための味の素グループの方針と基幹職の

役割を理解し、実践することを促しています。また、味の素（株）では、新入社員や新任基幹職な

どの各層にも環境教育を実施しています。

　その他にも、2007年度より継続している社会・環境貢献活動「Smile Earth!」では、毎年

「環境意識啓発キャンペーン」を実施しており、2016年度はフードロスの削減を目指して世界

で展開しました。2017年度からはグローバル統一の活動ではなく、地域主体でそれぞれの地

域の状況に寄り添った活動とすることとしました。

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となります。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つけられるよう、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。

環境教育・意識啓発活動

一般教育・啓発活動

専門教育・訓練

■ 環境教育体系

内部環境監査員養成講座グループワーク

環境法令研修「廃棄物処理編」の様子

「コンプライアンス研修」資料

コンプライアンス研修

環境におけるコンプライアンスについて

2016年度 生産戦略部

1

国内グループ 味の素（株）

専門教育 ・環境管理者・環境担当者研修
・内部監査員養成講座　・環境法令研修 ・環境アセスメント勉強会

一般教育 ・コンプライアンス研修 ・新任管理職研修　・新入社員研修
・中途採用者研修　・海外赴任者研修

グループ共通・啓発活動
・環境意識啓発キャンペーン（Smile Earth!）
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