
食資源・地球持続性

■ 味の素グループの課題認識

地球持続性食資源
地球温暖化※4食料生産量※2

フードロス※3

水資源※5

生物多様性※6

+4.8℃

+55%

1291

21世紀末までの
世界平均地上気温の変化

2000年と比較した
2050年の世界の水需要

地球上で失われた森林の面積
（1990～2015年の25年間）

2005～2007年と比較した
2050年までに増やすべき食料生産

全体の1/3

世界で生産された
食料のうち廃棄される量

「味の素グループ環境長期ビジョン」で実現していくこと

カーボンニュートラル 持続可能な水利用 資源化と3R

持続可能な原料調達 フードロス半減

世界の人口は
急激に増加
しています※1 2030年

86億人

2050年

98億人

2017年

76億人

※1 国際連合（UN）（2017）　※2 国連食糧農業機関（FAO）（2014）　※3 FAO（2012）
※4 国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC）（2013）　※5 経済協力開発機構（OECD）（2012）　※6 世界森林資源評価（FRA）（2015）

人間による消費需要が地球の生産能力を超えている状況下で、地球環境を守りながら
経済活動や日常生活を維持していくためには、「持続可能な生産と消費」の追求が不可欠です。
その実現のためには企業の努力が必要ですが、一企業でできることに限りがあるのも事実です。
味の素グループは、サプライチェーンのすべての段階でステークホルダーと連携・協働し、長期的な目標を掲げて、
環境負荷の低減と新しい価値創造を目指します。

+60%

13億トン
5秒で

サッカーコート
面分消失
（8,180㎡）

百万ha/
25年間
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味の素グループポリシー

環境

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

　味の素グループは、事業活動が少なからず地球環境に影響を与え、また影響を与えられて

いると認識しています。このため「地球との共生」に貢献し、「持続可能な生産と消費」を追求

した事業運営を目指しています。

　また、環境問題は一企業の取り組みだけで解決できるものではありません。味の素グループ

は、サプライチェーンの源流である調達段階から、開発、生産、物流、生活者とのコミュニケー

ションに至るすべての活動において、ステークホルダーと連携・協働し、価値観と目標を共有し

ながら行動します。

■ 基本原則

3. 地球環境とサステナビリティ（持続可能性）への貢献　

 3.1 私たちは、社会とお客様とともに地球との共生に貢献し、持続可能な『循環型社会』を実現します。

 3.2 私たちは、個人においても資源・エネルギーの有効活用、環境に配慮することを奨励します。

味の素グループのアプローチ

関連するグループポリシー

環境に関するグループポリシー

サーキュラー・エコノミー
　現在、欧州を中心に「サーキュラー・エコノミー」という新しい提案が広がりつつあ

ります。これは、環境保全のみならず、経済的な成長の戦略として、ムダや廃棄物

の削減、リサイクル、シェアリングなどの活動を捉える考え方です。

　味の素グループは、これまでもバイオサイクルをはじめ食資源やエネルギーをムダ

なく活かしきる様 な々取り組みを進めてきました。取り組みを通じて、味の素グループ

が成長するとともに、事業活動に必要な原料を生産している地域の農業や経済

活動を豊かにする役割も担ってきたと自負しています。

　一方、製品・サービスを届ける先である生活の場面では、まだまだできることがある

と自覚しています。法制度や体制などの制約もあり、完全なリサイクルを形づくるこ

とは難しいですが、生活者の皆様とも連携を図りながら社会全体での「循環」を築

けるよう、味の素グループがハブの機能を果たしていければと考えています。

食資源

食料

エネルギー

包材
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味の素グループ環境長期ビジョン

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

　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・お客様と共に地球環境への貢献

を実現します。

■ 関連するマテリアリティと事業活動の影響範囲

マテリアリティ
サプライチェーン 原料サプライヤー 味の素グループ

（開発・生産・物流）
流通・ユーザー・

生活者

●食料需給の逼迫 ○ ○

●フードロス ○ ○ ○

●持続可能な農畜水産物調達 ○ ○

●気候変動 ○ ○

●水資源 ○ ○

●生物多様性 ○ ○

●サプライヤーのCSR推進 ○ ○

●事業活動での廃棄物削減 ○

●容器包装の環境負荷低減 ○ ○ ○

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

マネジメントアプローチ

味の素グループのマテリアリティP9
参照
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味の素グループ環境長期ビジョン・環境中長期目標の詳細

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

フードロス
（対2016年度）

再生可能エネルギー
利用比率

自然冷媒もしくは
GWP150以下の新冷媒使用

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

2005
基準年

1.31
0.88 0.86

0.66

2016 2017 2030
目標
（年度）

●10年以上にわたり継続している 
省エネルギー活動のさらなる深化

●自社内のバイオマスボイラー・コジェネレー
ションの増強、安定稼働

●グリーンエネルギーの活用推進

主な施策

主な施策

主な施策

●原料をムダなく活かしきるモノづくり

●製品の賞味期限の延長、年月表示化、 
納品ルール変更での物流・返品削減

●お客様の使用時のロス削減

●生活者においしく残さず食べ切る 
「食エコ」を提案

2030年度にHFCs※2保有量極少化に向けて

● 味の素冷凍食品（株）、クノール食品（株）、
味の素ベーカリー（株）など、自然冷媒の 
導入

●味の素（株）、インドネシア味の素社など、
GWP150以下の新冷媒の導入
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（%）

（年度）

50%

23%20%
9%

0
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9 7
3

（台）

2001 2016 2017 2019
目標
（年度）

2020年度 100％切り替え

2025年度
原料受け入れから
お客様納品まで

2050年
製品ライフサイクル全体
（原料～使用・廃棄）50％削減

50％

100％

50％削減

■ 再生可能エネルギー利用比率

■ 温室効果ガスの排出量対生産量原単位※1

■ フロン式フリーザー保有台数 （国内冷凍食品工場）

リメイラ工場（ブラジル）

※1  原単位：製品の一定量を生産するために必要な各生産要素
（原料・動力・労働力など）の量のこと

※2 ハイドロフルオロカーボン類の総称

　味の素グループの環境中長期目標は、生産系（工場）の取り組みを中心に、「フードロス削減」「食資源の確保・自然環境の保全」を含む

製品ライフサイクル全体を対象としています。

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

マネジメントアプローチ

温室効果ガスの排出量
対生産量原単位
（対2005年度）
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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

持続的に水を利用し続けられる環境を創出します

廃棄物のゼロエミッションを達成します

創出される経済効果

持続可能な調達
（2020年度）

水使用量対生産量原単位
（対2005年度）

資源化率

●原料・エネルギー削減技術導入

●発酵原料自製化

●バイオマス活用

●トレーサビリティの確立

●認証品、それに準じた原材料の購入

●サプライチェーン関係者との連携を通じた
持続可能な調達に関する基準や仕組み
づくり

●10年以上にわたり継続している 
水使用量や排水量を削減する活動の 
さらなる深化

●排水水質基準（BOD、TN）設定 
（公共水域に直接放流）

主な施策

主な施策

主な施策

●10年以上にわたり継続している 
環境負荷低減活動のさらなる深化

●廃棄物の資源化、副生物の有効利用

主な施策
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100％

60億円

80％削減

99％以上
 維持

紙パーム油

■ 発酵技術導入数

■ 水使用量対生産量原単位

■ 資源化率

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

マネジメントアプローチ
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環境マネジメント

■ 推進体制

■ ISO14001の認証取得状況

　味の素グループは、経営会議を頂点にした環境マネジメント運用体制のもと環境経営を推

進し、環境に関する重要方針の決定、計画の策定（中長期目標、年度計画）、活動のレビュー

を行っています。

ライフサイクル全体で見ると、原料における環境負荷が他に比べて高いことがわかっています。

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 グローバル

コーポレート本部
コーポレート
サービス本部

【事務局】
　　◦環境・安全・基盤マネジメント部

環境に関するグループ
ポリシー・規程、計画の
決定とレビュー

年2回開催

　2018年3月現在、味の素グループは対象98社のうち、60社でISO14001の認証を取得し

ており、未取得のグループ会社でもISO14001の考えに基づいたマネジメントを推進していま

す。なお、今回より取得状況を拠点単位から会社単位に変更しています。

ISO14001の認証を対象グループ会社の

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

グループ会社

■ 味の素グループの環境マネジメント運用体制

75% 24% 1%

57% 27%16%

原料調達

CO2排出割合

水使用割合

使用生産 輸送 廃棄

CO2排出割合は、Webサイト掲載の環境データのマテリアルバランスの2017年度のCO2排出量をもとにしています。
水使用割合は、［主要な原料］と［生産での使用量］と［輸送・保管のシナリオ］をもとに、Trucost社にて算定した結果です。

■ ライフサイクル視点で見た味の素グループの環境負荷

61%にあたる60社で取得
（2018年3月現在）

マネジメントアプローチ

味の素グループ サステナビリティデータブック 2018 環境 59



■ 工場の地域への取り組みと環境事故対応

■ 環境アセスメントの実施

■ 環境監査の実施

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

の環境に関する異常を感じた際や、地域の方々の声を聞かれた際は、すぐにご連絡いただける

よう、近隣の自治会や協議会の会合に参加するなど、コミュニケーションを大切にしています。

　味の素グループは、環境に関する法令違反や事故などが発生した場合に、速やかに対策

を講じる仕組みを構築しています。2017年度は、環境に関わる法令違反（大気汚染防止法）

が1件発生しましたが、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ました。ま

た、2017年度は事業場外に環境への影響を及ぼす事故が5件（液体原料が漏洩した事故1

件、液体製品が漏洩した事故2件、液体燃料が漏洩した事故1件、蒸気ボイラーの不完全燃

焼により黒煙が発生した事故1件）発生しました。いずれ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、必要な措置を実施しました。

　今後も、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を実施し、再発防

止に努めます。

　味の素グループは、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。味の素（株）では実施責任部門が環境アセスメントを行い、その内容

を環境・安全・基盤マネジメント部がグループ全体の視点でチェックした後、決裁します。グルー

プ会社も同様に各社の規程に基づいたアセスメントを実施しています。

　さらに、グループ各社や各部門の業績評価においても評価項目の一つに「環境項目」を設

け、環境に対する取り組みを重要な事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、環境マネジメントの推進に不可欠な環境監査を重視し、ISO14001

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・安全・基

盤マネジメント部が、「環境監査要領」に基づいて環境監査を実施しています。

　なお、2017年度は環境監査の対象となる事業所はありませんでした。

1.法令順守

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

近隣住民との対話の場
味の素（株）川崎事業所「環境モニター会議」

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

マネジメントアプローチ
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環境教育

■ 専門教育

■ 一般教育

　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

技術が必要です。

　日本国内では、各組織に設置している環境管理者・責任者・担当者に対する教育、新事

業・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。

　例えば、内部環境監査員養成講座（2日間コース）は2018年3月までの累計で112回実施し

ており、延べ2,800名以上が受講しました。また、頻繁に改正が行われる環境法令をタイムリー

に把握し、確実な対応を行うために、国内の環境マネジメント担当者などを対象に「環境法令

研修」を行っています。

　日本国内では、環境・安全・基盤マネジメント部が人事部門、総務部門などと連携をとりなが

ら、味の素グループの環境マネジメントについて周知するとともに、各階層における役割につ

いて継続的に教育を行っています。

■ 環境教育体系

国内グループ会社共通 味の素（株）

専門
教育

● 環境管理者・責任者・担当者研修

● 内部監査員養成講座・セミナー 

● 環境法令に関するセミナー・勉強会

● 環境アセスメント勉強会

● 環境アセスメントのための 

容器包装勉強会

一般
教育

● コンプライアンス研修

● 新任基幹職研修

● 新入社員研修 

● キャリア採用者研修 

● 技術系海外赴任前研修

● 海外生産技術者育成のための 

基礎技術研修

内部環境監査員養成講座グループワーク

「コンプライアンス研修」資料

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）およびグループ会社（環境規程適用会社／2018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。実績集計は128事業所（事業の再編や工場の新設・廃止などにより、2017年度報告に比べ17事業所増加）を
対象としており、この範囲での集計は、連結財務会計制度上の味の素グループ※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

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

マネジメントアプローチ
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持続可能な農業に貢献する「バイオサイクル」

アミノ酸生産の主な原料であるサトウキビ（左）、トウモロコシ（右
上）、キャッサバ（右下）

※1 だし昆布100g当たりのグルタミン酸平均抽出量は、100g当たり2,240mgをベースに算出。　
※2 完熟トマト100g当たりのグルタミン酸平均抽出量は、100g当たり140mgをベースに算出。

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

食資源と生物多様性

　味の素グループは、製品に使用するアミノ酸を、それぞれの地域で入手しやすい農作物を主

な原料として発酵法で生産し、アミノ酸を取り出した後に残る栄養豊富な副生物（コプロ）を肥

料や飼料としてほぼ100％活用しています。こうした地域の農業を豊かにしながら、持続的に農

作物を調達する資源循環型アミノ酸発酵生産方法（バイオサイクル）を、食資源の安定的な

確保の実現および持続可能な農業への貢献方法のひとつとして、世界各地の発酵工場で

導入しています。

食資源と生物多様性

サトウキビ畑50万haに必要な化学肥料（窒素分）の70％をカバー

糖蜜（サトウキビの搾り汁）

150万t

光合成によって
大気中のCO2を吸収

化学肥料

2,800万t

粗糖

420万t

サトウキビ

3,800万t

副生物
160万t

有機質肥料
160万t

太陽

製品

「味の素®」

50万t

バイオサイクル
地域と共に、いつまでもつくり続けられる仕組み

50万ha

サトウキビ畑

副生物の資源化

収 穫

うま味調味料
「味の素®」

窒素分

化学肥料製造に伴う排出CO2の削減に貢献

製糖工場

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 ®｣を50万トンとして、その原料がすべてサトウキビと仮定して表したモデルです。 
サトウキビ栽培および製糖産業に関わる数値は世界の標準的な値を用い、｢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いています。

もし、すべてを昆布でつくったら… もし、すべてをトマトでつくったら…

食資源を枯渇させずに製品をお届けするために「発酵法」で生産しています。

2,500万トン必要 2億トン必要
＝日本の年間平均生産量の833年分※1 ＝世界の年間平均生産量の1.6年分※2

発酵法によりサトウキビやキャッサバなどから

1年間に生産する「味の素®」50万トンとすると…

もし、アミノ酸をつくるのに発酵法を使わなかったら…
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事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

食資源と生物多様性

葉から栄養を吸収する葉面散布剤「AJIFOL®」

　高濃度アミノ酸とミネラルをバランス良く配合した葉面散布剤で、

葉面から少量で効果的に栄養を与えることができます。1989年に

ブラジルで発売して以降、世界７カ国で生産しています。

■ 世界7カ国で生産される 「AJIFOL®」

ブラジル ペルー インドネシア タイ ベトナム 米国 日本

　植物は吸収した窒素と光合成によって得られた糖からアミノ酸をつくり、アミノ酸か

ら生長に必要なタンパク質をつくります。光合成が十分にできない曇天や低温でも、

肥料としてアミノ酸を与えることで植物の生長を促進することができます。

　味の素グループでは40年以上前から、アミノ酸発酵生産後に発生する栄養豊富

なコプロを有機質肥料として有効利用してきました。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良く配合して、より高付加価値な肥料を開発していま

す。実験や研究の蓄積により、アミノ酸を活用した肥料に、根張りを良くしたり、生長

を促進したり、収穫量を増加させたりする効果があることが明らかになりつつあります。

根の張りを良くする「ROOTMATE®」「アミハート®」

　植物の発根促進効果を持つ核酸を豊富に含んでいる肥料で、

日照不足や高温ストレスを予防し、作物の生育を促進します。

慣行 「アミハート®」使用
対照（化成肥料） 対照0.1%「アミハート®」 0.04%「アミハート®」

トマトでの効果

　根が伸びることで、植物の生長

に必要な水や、窒素・リン・カリウ

ム、微量栄養素などを効率良く取

り込むことができます。

大きな実が
できています

葉面散布

直接吸収

肥料ロスの回避

使用前 2カ月間使用後

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ました。葉の色が薄くなり、
樹勢も悪く、花の数も少量でした。葉面からのアミノ酸補給で樹勢が回復しました。

樹勢が
回復しました

葉面散布剤 

「AJIFOL®」の効果

　❶ 収量が上がる

　❷ 病気に強くなる

　❸ 果実の糖度

       （Brix値）が上がる

微量栄養素を少量で効率良く吸収

アミノ酸発酵生産から生まれた「高付加価値肥料」

曇り
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 C o l u m n

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

食資源と生物多様性

■ ブラジル
　ブラジルのコーヒー収穫量は世界トップレベル。主に中部、東

部、南西部で生産されています。味の素AGF（株）は、東部セラー

ド地区の農園で2016年9月よりブラジル味の素社（ABR）の肥

料「AJIFOL ®」を使用したコーヒー豆の生産性や品質向上効

果の検証を開始し、農園が長年の経験に基づき使用している

既存肥料と同等の効果を確認しています。テストは2年以上を要

し、引き続き検証が必要ですが、生産者との関係強化を進め、  

味の素AGF（株）のコーヒー製品の価値向上につなげていきたいと

考えています。

　味の素AGF（株）では、いつまでもコーヒーをお届けできるよう、供給不足の懸念のあるコーヒー

豆の原産地とのパイプを太くし、安定調達できる仕組みづくりを始めました。

　主に、コーヒー農園に対する、各海外グループ会社が生産する「AJIFOL®」などの高付加価値

肥料を使った効果検証の委託と農業資材の提供により、生産者との関係強化を図っています。

味の素AGF（株）の取り組み
持続可能なコーヒー豆の調達を目指して

ブラジルのコーヒー農園にて

国内外グループ会社連携によるコーヒー豆でのバイオサイクルの構築
グループ会社

生豆 味の素AGF（株）のコーヒー製品アミノ酸の発酵母液を活用した
高付加価値肥料の提案

■ ベトナム
　ベトナムでは、2017年5～9月にクロンナン、エアレオ地区の10

農家にコーヒーの苗木25万本と、ベトナム味の素社の肥料を配布

し、効果検証を開始しました。また、それぞれの地区の公民館にて、

地域の農民3,000人以上を集め、水やりの方法、日陰樹※1の植え

方など技術指導を実施しました。

技術指導の様子と参加者

■ インドネシア
　インドネシアでは、 2017年9月以降、パガーアラム地区の農家を

中心に、「AJIFOL®」のテスト散布のほか、農業資材の提供を実施

しています。これまでに、除草機、ビニールテント、害虫トラップ、長袖

のＴシャツ、長靴、軍手などの物品を配布しました。

配布物品の一部

※1 コーヒーの木を直射日光から守るため、日陰をつくる役割で植えられる樹木
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食資源と生物多様性

現在 一部導入 目指す姿

糖

従来の発酵菌
バージョンアップ

発酵菌

非可食
バイオマス

バイオマス糖化技術

自然資本評価の取り組み

　味の素グループは、持続的成長を実現する上で事業活動が自然資本に及ぼす影響を評

価することが極めて重要と考えています。このたび、アミノ酸発酵生産を事例に、現行製法と

非可食原料を利用した場合とで自然資本インパクトを比較しました。

　具体的にはタイで生産する「味の素®」の原料から製品の生産までを評価対象とし、現在の

主原料であるキャッサバを発酵の糖源とした場合と、非可食バイオマスを利用する場合の2つ

のシナリオで自然資本評価を金銭価値にして比較しました。

　その結果、非可食原料を利用した場合、少なくとも数百万米ドルの社会的コストを削減でき、

自然資本への負の影響を低減する優位性があることがわかりました。

40

60

80

100
（%）

2013

64
79

93

38

62 62

2017 2019（年度）
目標

原料・エネルギー削減技術
バイオマス利用

■ 低資源利用発酵技術の工場
  導入率

　アミノ酸の発酵生産に用いる農作物は、貴重な食資源であるとともに、バイオ燃料や工業

用素材としても需要が高まっています。アミノ酸のリーディングカンパニーとして環境負荷の低

い生産法の開発に取り組み続けることは味の素グループの社会的責務です。

　味の素グループは、長年にわたり、独自の先端バイオ・ファイン技術を活用して少ない原料

で効率よく発酵生産する技術や低資源利用発酵技術の開発を精力的に進めてきました。

　低資源利用発酵技術には、発酵の生産効率を上げる「原料・エネルギーを削減する技術」

と、エネルギー源としてそれぞれの地域の未利用資源だったもみ殻やウッドチップなどを使用

する「バイオマスの利用」があります。これらの技術開発は、食資源の確保および原料や生産

時に使用する水、CO2の抑制につながります。また、将来的には食資源と競合しない、バガス

（サトウキビの搾りかす）やとうもろこしの葉茎といった非可食バイオマスなどの原料を利用す

る技術の活用を目指しています。

　これらの技術のさらなる高度化に向け、味の素グループは、最先端の技術を持つ国内外の

ベンチャー企業や大学、研究機関との連携により、研究開発を加速させています。

資源を余すことなく活かしきる「低資源利用発酵技術」

※1 電気と蒸気を同時に発生させる熱電併給システム

　アミノ酸を生産している「低資源利用発酵技術」導入対象工場の約8割が、「原料・エネル

ギー削減技術」を2017年度までに導入しました。今後は2019年度までに約9割の対象工場へ

の技術導入を完了させ、同時に新技術開発と導入を進めます。また、一部の工場においては、

2021年頃を目途に副原料であるアンモニアの自社工場内での生産の実用化を目指します。

　一方、「バイオマス利用」は、2017年度に約6割となりました。引き続き、コジェネレーション化※1

や導入工場数の拡大を図ります。

■ 「低資源利用発酵技術」のロードマップ

味の素グループ サステナビリティデータブック 2018 環境 65



事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

食資源と生物多様性

生態系・生物多様性の保全

■ 生物多様性に関する考え方

■ 水産資源に対する取り組み

　味の素グループは、生態系・生物多様性に関する考え方を「環境に関するグループポリシー」

「環境長期ビジョン」で表明しており、これらに基づきグループ全体で目標達成に向け活動し

ています。

　味の素（株）では、主力製品である風味調味料「ほんだし®」の原料としてカツオを利用する

立場から、資源の保全と持続可能な利用のために果たすべき役割があると考え、2009年より

日本の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でカツオの標

識放流調査に取り組んでいます。

　近年、日本の近海・沿岸での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

も目的とし、調査活動で得られたカツオの生態に関する知見を、国内のカツオ漁業関係者に

積極的に共有しています。

　2016年度より台湾の水産試験所との共同調査も開始し、調査範囲が黒潮の上流に広が

りました。さらに、2018年４月より本調査の母体をコンソーシアム化しています。今後、より多くの

カツオ漁業関係者の参加を促すとともに、カツオの生態解明を進め、より正確な資源管理や

国際資源管理ルールの構築を目指します。

環境に関するグループポリシー
参照

カツオ近海生態調査カツオ国際資源調査

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

台湾共同調査

台湾水産
試験所 OFDC※3

※2

※1 国立研究開発法人 科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業において、北海道大学、東京大学、京都大学、東京海洋大学が参画して編成された研究チーム

※2 台湾行政院農業委員会水産試験所

※3 Overseas Fisheries Development Council

CREST※1

 

調査プラットフォームの提供
資金・資材の提供

調査・広報活動への従業員派遣

調査の設計
調査解析評価

調査・広報活動の実施

カツオ標識放流共同調査体制

東京海洋大学

国際連携

“オールジャパン”連携

味の素グループ環境長期ビジョン
環境 P56参照
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 C o l u m n

■ 標識放流調査の成果
　従来、カツオは黒潮に乗って北上回遊すると思われていました

が、この調査の結果、現在では回遊ルートは亜熱帯域から日本近

海にかけて４つあると推定されています（図１）。また、10日間の鉛直

遊泳行動を分析したところ、カツオが昼は深く、夜は浅い深度に生

息していることなどが判明しました（図２）。

■ 最新型超音波標識（ピンガー）を用いた調査の開始
　2015年より、資源調査にカツオの遊泳データを超音波で送信す

る最新のピンガーを東京海洋大学海洋環境学部門の協力を得て

導入しています。2016年には、漁船搭載型受信機システムを開発

し、与那国島沖において外洋環境での実証実験に成功しました。

　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、海域内の漁礁間を移動する様子の詳細を捉えるこ

とができ、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することもできます。

　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が大きく進

展すると考えられます。現在、宮古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。

　国際資源管理ルールを構築するためには、カツオの生態などの科学的な知見が必要です。しかしながら、カツオは、その生態や日本への回遊

経路など、いまだに不明な点が多い魚です。そこで、黒潮本流沿いの南西諸島地域から西日本太平洋沿岸へのカツオ回遊経路を確認するた

め、2009年から約10,000尾のカツオの通常標識放流調査を開始し、さらに2011年からは、世界最先端の記録型電子標識（アーカイバルタ

グ）を用いた調査も開始しました。

「カツオ標識放流共同調査」の概要と成果

カツオを釣り上げる。 「通常標識」カツオを放流した時刻、場所、体
長などがわかる固有番号が付けられている。

「記録型電子標識」1年間にわたり遊泳中のカ
ツオの日々の位置、30秒ごとの水深、水温、カ
ツオの体温を記録できる。

（図2）

標識を付けたカツオを放流。次に釣り上げられ
たときに標識を回収し、カツオの回遊ルートや
データを解析する。

ピンガーと受信機
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ます。

ピンガー受信機（表層浮魚礁設置型、漁船設置型）のイメージ

（図1）

カツオの北上ルート（推定）

黒潮 黒潮ルート

九州・紀州沖ルート

伊豆・小笠原ルート 東沖ルート
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食資源と生物多様性

■ 農林資源に対する取り組み

■ 持続的土地利用・地域生態系に対する取り組み

　味の素グループは、環境長期ビジョンにおいて、2020年度までに100%持続可能なパー

ム油および持続可能な紙（FSC®認証紙および古紙利用100％の再生紙ならびに味の素グ

ループが環境に配慮していると認めた紙）の調達の実現を目指しています。

　詳しい取り組みについては、「公正な事業慣行」のページをご参照ください。

　企業が保有する事業所の敷地も地域の自然環境の一部で、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

5,000㎡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約12,700㎡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む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。

　四日市地域全体の生態系の復元・維持活動への発展を目指し、今後も生態系調査などの

活動を継続します。

原材料の持続可能な調達に向けた取り組み

カワセミ（左上）、チョウトンボ（右上）、カモ（左下）などの美しい姿が見られる。現在の池の様子（右下）。

参照 公正な事業慣行 P90-92
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温室効果ガスの排出削減

■ 環境中長期目標

■ 2017年度温室効果ガスの排出削減実績

　味の素グループは、2030年度までに温室効果ガスの排出量対生産量原単位を2005年

度比で50%削減すること、そして2030年度に再生可能エネルギー利用比率を50%にするこ

とを目標としています。

　2018年2月に、温室効果ガスの排出量対生産量原単位の2018～2020年度の単年度

目標を新たに設定したほか、再生可能エネルギー利用比率の2020年度目標を上方修正しま 

した。

　2017年度の温室効果ガスの排出量の対生産量原単位は、基準年の2005年度に対して

35%削減と、前年度より2ポイント改善しました。省エネルギー活動、バイオマスなどのCO2排

出係数の低いエネルギーの使用量増加、ブラジル味の素社リメイラ工場でのバイオマスボイ

ラーの本格稼働などが貢献しました。

　中長期目標を達成するために、引き続き各工場での安定生産や省エネルギープロセスの

開発・導入、バイオマスボイラー・コジェネレーションの増強、安定稼働などを推進していきます。

■ 温室効果ガスの削減目標
目標

2018年度 2019年度 2020年度 2030年度

温室効果ガスの排出量対生産量原単位削減率（対2005年度） 36% 37% 38% 50%

再生可能エネルギー利用比率 24% 26% 28% 50%

脱フロン HFCs保有量極少

基準年 実績

2005年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
比率 比率 差

温室効果ガスの排出量（万t） 236 100% 220 221 223 233 230 100% -6

日本 58 25% 39 40 45 47 46 20% -12

アジア・アフリカ 87 37% 93 97 104 106 107 47% 20

欧州 33 14% 23 22 17 18 16 7% -17

北米 23 10% 35 36 35 43 45 20% 23

南米 20 9% 19 18 14 11 8 4% -12

中国 14 6% 10 9 8 8 7 3% -7

温室効果ガスの排出量対生産量原単位
（製品1tあたり）

1.31 - 0.97 0.94 0.88 0.88 0.86 - -

削減率 - - 26% 28% 33% 33% 35% - -

参考値　生産量（万t） 180 - 226 235 253 266 268 - -

■ 温室効果ガスの排出量と原単位の推移

カーボンニュートラル
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■ 再生可能エネルギーへの転換

　2017年度のエネルギー投入量および製品1トンあたりの原単位は、前年度とほぼ横ばいの

結果となりました。また、エネルギーの内訳は、再生可能エネルギー利用比率が23%と前年度

より3ポイント増加しました。海外事業所を中心としたバイオマスボイラーの導入やバイオマス

由来のエネルギー使用量増が貢献しました。

※1 TJ＝テラジュール、Ｔ（テラ）＝１０12

ビエンホア工場（ベトナム）
■ 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）・石炭など

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）

2016

2017

2015

2013

2014

（％）0

4020 60

100

80

18 49 10 14 9

18 44 8 15 15

17 51 7 15 10

17 44 7 15 18

17 41 5 17 20

17 39 6 14 23

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

エネルギー投入量（TJ※1） 35,342 36,356 37,362 39,105 39,589

エネルギー投入量原単位
（製品１ｔあたり原単位）

15.6 15.5 14.8 14.7 14.8

 C o l u m n

2030年度再生可能エネルギー利用比率50%の実現を目指して

　2017年度末時点で、世界６カ国（ブラジル、タイ、ベトナム、フランス、

中国、日本）の工場で、バイオマスの非可食部分や未利用部分を燃

料としたエネルギー（蒸気や電気）を利用しています。ブラジル、タイ、ベ

トナムにおいては、サトウキビの搾りかす、もみ殻、木質チップなどのバ

イオマスの利用を推進しています。ブラジル味の素社リメイラ工場で

は、2017年3月に木質チップを燃料としたバイオマスボイラーを本格

稼働し、その後も安定稼働した結果、導入前の2015年度と比較して

CO2排出量を年間約51,000トン削減できました。

　一方、従来再生可能エネルギーの利用が少なかった日本国内では、

2017年3月に味の素（株）本社、国内営業拠点などの全使用電力を

対象とした「グリーン電力証書」の購入に関する契約を日本自然エネ

ルギー（株）と締結しました。沖縄のサトウキビの搾りかすを利用したバ

イオマス発電由来の再生可能エネルギーを使用したとみなされる「グ

リーン電力証書」の購入により、対象拠点で使用する電力は2017年

度よりすべてグリーン電力となりました。また、2018年度より、日本国内

のグループ会社へ日本自然エネルギー（株）の「グリーン電力証書」ま

たは「グリーン熱証書」を横展開し、再生可能エネルギーの利用比率

向上を進めています。

リメイラ工場（ブラジル）

味の素ファインテクノ（株）

・味の素（株）　本社、研修センター、全営業拠点 電力
 味の素（株）合計（2017年度実績426万kWh）
 CO2排出量年間2,263トン相当

・味の素ファインテクノ（株）　本社・工場 電力
・味の素AGF（株）　本社および全営業拠点 電力
・デリカエース（株）　おにぎり炊飯工程 熱
・味の素冷凍食品（株）　本社電力
・味の素ベーカリー（株）　本社電力
 関係会社合計（2018年度見込み811万kWh、電力換算）
 CO2排出量年間4,311トン相当

ASV STORIES 2018 P11

参照
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フロン類の管理

　味の素（株）はThe Consumer Goods Forum（CGF）のボードメンバーであり、味の素

グループとしてCGFのコミットメントである新規に購入する冷凍機などのフロン類（HCFCs※1、

HFCs）について、2025年度までに自然冷媒か低GWP（Global Warming Potential：地球

温暖化係数）150以下の冷媒に切り替えるとともに、2030年度にはHFCsの保有量を極少化

することを目標としています。

　2017年度は、味の素グループのフロン類削減の方針に基づき、味の素冷凍食品（株）、 

クノール食品（株）、味の素ベーカリー（株）などで自然冷媒の導入を進め、味の素（株）、インドネ

シア味の素社などでGWP150以下の冷媒の導入を進めました。

　味の素冷凍食品（株）をはじめとする冷凍食品関連の国内全7工場では、2017年度末で

23台が自然冷媒に切り替わり、残り7台を2020年度までに脱フロン化する予定です。

※1 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、
開発途上国で2030年に製造禁止となる。一方、HFCsは、オ
ゾン層を破壊しないが、地球温暖化係数（GWP）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。

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

Web

（年度）
目標 目標 目標

2019 202020182014 2015 2016 201720010
5

10
15
20
25
30 26

14
12

9 7
5 3

0

（台）

■ フロン式フリーザー保有台数（国内冷凍食品工場）

※2 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 
 11分の1、船舶輸送のCO2排出量は8分の1といわれている。

※3  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

物流の取り組み

　味の素グループでは、味の素（株）、味の素冷凍食品（株）、味の素AGF（株）の3社が省エ

ネ法で定める「特定荷主」に該当し、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社合計の原単位は、2017年度までの5年間で平均2.8%／年削減しました。2017年度

単年度では、モーダルシフト※2、積載効率の向上や一部得意先への定期配送化による配送

車両の削減などを進めたことにより、前年度に対し減少しました。  

　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。

　味の素グループでは、味の素（株）および味の素物流（株）を中心に1995年よりモーダルシフ

トに取り組んでいます。物流を抜本的に見直し、輸送力強化と環境配慮を同時に実現するこ

とを推進しています。

　日本国内では、従来の鉄道輸送に加え、2014年度以降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。現在は、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しています。また、輸送効率の良い大型

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。2017年度の味の素（株）の長距

離輸送のモーダルシフト率は83%です。

■ 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の取り組み

0
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原単位
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原単位＝エネルギーの使用量／販売重量
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鉄道 船舶

■ エネルギー使用量原単位の推移※3

■ 味の素（株）の500km以上の 
  モーダルシフト率推移
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 C o l u m n

■ 食品5社協働で発足～F-LINE（株）～
　味の素（株）は、2015年2月に国内食品メーカー6社（下図参照）

で「食品企業物流プラットフォーム（F-LINE®
※1）」の構築に合意

し、参加メーカーによる協議体（F-LINEプロジェクト）で物流戦略を

策定しています。これまでに関東・関西間の中距離幹線輸送再構

築（2016年3月）や北海道エリアの共同配送や幹線輸送（2016年

4月）の取り組みを進めてきました。2019年1月からは、九州エリアの

共同配送も開始する予定です。

　さらに、日々深刻化する物流諸課題に全国レベルで対応するべ

く、味の素（株）、カゴメ（株）、日清フーズ（株）、日清オイリオグループ

（株）、ハウス食品グループ本社（株）の５社の出資による物流会

社として、F-LINE（株）を2019年4月に発足することで合意しまし

た。味の素（株）、カゴメ（株）、ハウス食品グループ本社（株）の物流

子会社の物流機能を再編、F-LINE（株）に統合し、全国の物流諸

課題への対応を加速していきます。

■ 物流の課題を共有し、標準化を進めるための連携
　 ～「持続可能な加工食品物流検討会」の発足～
　持続的な食品物流構築のため、製・配・販に関わる物流課題

を解決すべくF-LINEプロジェクト6社にキッコーマン食品（株）、 

キユーピー（株）を加えた８社で「食品物流未来推進会議（SBM会

議）」を設立し、物流課題を討議しています。さらにSBM会議で討議し

た課題の解決へ向け2018年5月に「持続可能な加工食品物流検

討会」を発足し、経済産業省、国土交通省によるオブザーバー参加

のもと、課題解決へ向けた活動をさらに推進していきます。

　日本の食品物流を取り巻く環境は、トラックドライバー不足、物流コストの上昇、CO2削減をはじめとする環境保全への対応など、多くの課題

を抱えています。こうした中、食品業界では業界全体で「持続可能な物流体制」に取り組んでいます。

F-LINE、セカンドステージへ

持続可能な食品物流を目指したプラットフォームの構築

    2017年7月28日閣議決定　総合物流施策大綱（2017～2020年）
「物流の生産性向上」⇒民間＋各省庁の連携による施策の推進

※1 Food Logistics Intelligent Network

■ 取り組みの全体像

ソフトのプラットフォーム
2016年5月

《SBM会議（食品物流未来推進会議）》

F-LINE参加企業6社、キッコーマン食品（株）、キユーピー（株）

8社による製・配・販課題解決の討議
・課題定義明確化、ルール化、標準化

・物流効率化へ向けた緩やかな連携

2018年5月
持続可能な加工食品物流検討会 発足
持続可能な加工食品物流を目指し製・配・販課題解決のための
プラットフォーム構築（オブザーバー：経済産業省、国土交通省）

ハードのプラットフォーム
2015年2月

《F-LINEプロジェクト》

味の素（株）、カゴメ（株）、日清オイリオグループ（株）、 
日清フーズ（株）、ハウス食品グループ本社（株）、（株）Mizkan

6社による持続可能な物流体制の構築
① 共同配送（北海道、九州）

② 幹線輸送（関東・関西間の中距離幹線輸送、北海道向け）

③ 製・配・販課題（業界全体の問題）

2019年4月 

F-LINE（株）発足

全国展開
・物流企画立案機能統合

・物流資産共有

ハウス
物流サービス（株）

カゴメ
物流サービス（株） 現F-LINE（株）

味の素物流（株）
事業統合

商号変更

全国規模の
物流体制効率化

連携

課題の
共有

手待ち時間、付帯作業、
納品方法など共通課題解決へ協議

味の素グループ サステナビリティデータブック 2018 環境 72



事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

カーボンニュートラル

畜産の栄養課題・環境課題に応える「飼料用アミノ酸」

　世界の人口は開発途上国を中心に増加しており、これに伴い、食肉需要も今後ますます増

大すると考えられています。食肉用の家畜の飼料には、主原料として小麦やトウモロコシなどの

農作物が使われますが、これらは同時に人間の食糧資源でもあります。

　動物の体は約20種類のアミノ酸で構成されており、そのうちの数種のアミノ酸は必要な量

を体内で合成することができません。これらのアミノ酸は必須アミノ酸と呼ばれています。小麦

やトウモロコシからつくられた飼料は、必須アミノ酸のバランスが悪いため、「飼料用アミノ酸」を

加えることでこれを改善し、飼料効率アップ、家畜の成長促進を図ることができます。さらに、環

境負荷を低減することもできます。

　飼料中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アンモニ

アなどになり、大量に排せつされます。それらは、排せつ物処理工程でCO2の約300倍の温室

効果を持つとされるN2O（一酸化二窒素）になるため、環境への負荷が大きくなります。飼料用

アミノ酸を利用して飼料中のアミノ酸バランスを整えると、無駄な排せつ物を減らすことができ

る上、排せつ物中の窒素量を約3割抑制することができ、土壌・水質への負荷が軽減します。

■ N2O発生のメカニズム

■ 「飼料用アミノ酸」の力

■ 飼料用アミノ酸で家畜の排せつ物由来の環境負荷を低減

排せつ 標準的な
飼料

アミノ酸バランス
改善飼料

〈標準的な飼料〉 〈アミノ酸バランス改善飼料〉

不足しがちなリジンを
飼料に加えると、
他のアミノ酸も
有効に使える必要なアミノ酸のうち、

ひとつでも足りないアミノ酸があると、
他のアミノ酸が有効に使えず

排せつされてしまう

有効に使えない
アミノ酸

出典：高田ら、日本畜産学会、2009年
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カーボンニュートラル

　味の素グループは、標準的な飼料とアミノ酸バランス改善飼料について、ライフサイクル全

体のCO2排出量と水消費量（カーボンフットプリントとウォーターフットプリント※1）を計算・比較し、

アミノ酸バランス改善飼料の環境負荷が小さいことを「視える化」しています。例えば、フランス

の大豆粕や小麦などの原料をもとに比較した場合、豚肉100gで換算すると、CO2排出量は

14%、水消費量は約40l削減できます。これらの結果は、業界団体や行政などと連携し、飼料

用アミノ酸の利用拡大に活用していきます。

　飼料用アミノ酸および副生物の生産、販売を行う味の素ユーロリジン社は、IFIFへ参画し、

家畜に対する飼料用アミノ酸の科学的な栄養面・環境面の貢献を明確化し、飼料産業の持

続可能な発展に取り組んでいます。IFIFでは、ナイジェリアなどのアフリカ諸国における飼料の

安全性に関する教育プログラムも実施しています。2017年には、味の素ユーロリジン社社長

ダニエル・ベルコビッチが同連盟の議長に就任したこともあり、今後、味の素グループは、さらに

積極的に飼料用アミノ酸の可能性を世界に広げていきます。

■ 飼料用アミノ酸の環境貢献効果の視える化

■ 国際飼料工業連盟（IFIF）※2への参画

※1 ウォーターフットプリントとは、「人間が水資源の使用によっ
て地球環境を踏みつけた足跡」という比喩からきており、
製品ライフサイクル全体で消費される水の総量を数値換
算した指標のこと。

※2 International Feed Industry Federationの略。FAOや
WHOなどの国際的な機関とともに、世界の飼料産業を代
表し、飼料の供給と世界の食糧問題に取り組む団体。

例えば…

豚肉

100g

0

75

150

225

300
（l）

280
240

14%
削減

削減できる
水の量

約40l 

＝
2lペットボトル

20本分標準的な
飼料

アミノ酸バランス
改善飼料

フランスの大豆粕や小麦などの原料をもとに、標準的な飼料
とアミノ酸バランス改善飼料を比較（豚肉100gで換算）

 C o l u m n

　反芻動物である牛は、必要なアミノ酸をそのまま与えても、その大

半を第一胃の中の微生物が分解してしまい、小腸まで届かず栄養

素として体内に吸収できません。味の素グループは、栄養成分を保

護しながら、必要なところでゆっくりと溶け出させる「コントロールリリー

ス」の技術開発を行い、2011年に乳牛用リジン製剤「AjiPro®-L」を

発売しました。「AjiPro®-L」は、牛の第一胃では分解されず、小腸で

乳牛用リジン製剤「AjiPro®-L」

小腸
第一胃

通常のリジンは、第
一胃で微生物に分
解され、小腸まで届
かない。

通常のリジン
「AjiPro®-L」

「AjiPro®-L」は、
第一胃では分解され
ず、小腸で吸収される。

サステナビリティデータブック2017 P33-34
畜産の栄養課題・環境課題に応える飼料用アミノ酸

参照

消化・吸収されます。この製品の開発より、長年の課題となっていた、

反芻動物特有の消化・吸収システムによる飼料の利用効率と乳牛

の栄養・生産性を改善することができました。また、乳牛の体内にお

けるアミノ酸の有効性の測定もできるようになり、畜産の環境負荷

低減の研究に活用されるなど、大きな広がりを見せています。

「AjiPro®-L」 通常のリジン
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2017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

　味の素グループは、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、本社、支社、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

データを算定・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、アミノ酸の発酵原料用植物や風味調味料のエキス用の魚・肉などの農畜水

産物が占めています。農畜水産物の生産過程では、水、トラクター・漁船などの燃料、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、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。

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126事業所を対象

● 集計対象期間 ： 
2017年4月1日～ 2018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

■ 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）

食品関連

 61%

その他

 13%

連結売上高

1兆1,502億円

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、生産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も異なる。

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 7% スコープ1 9%

その他

 43%
スコープ3 
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）

 5%

スコープ3 
カテゴリー1
（コーヒー原料）

 8%

2017年度のマテリアルバランス

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）
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2017年度のマテリアルバランス

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。

■ 2017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  1,715千t

副原料
2,674千t

酸・アルカリ 582千t ほか 2,092千t

包材  

263千tプラスチック系 48千t 紙・段ボール系 168千t

その他 47千t

 

燃料

29,321TJ石油 2,449TJ 石炭 3,503TJ

バイオマス 7,778TJ ガス 15,591TJ

購入電力 8,177TJ

購入エネルギー（蒸気など）  2,091TJ

水

 74,844千t
河川水 24,433千t 上水 7,007千t

工業用水 27,030千t 井水 16,371千t

その他（雨水など） 4千t

 

輸送距離  2,751㎞

 

使用（スープ・冷食・コーヒー関連製品） 584,805t

OUTPUT

スコープ3 カテゴリー1 8,151,004
t-CO2

スコープ1 1,244,676
t-CO2

スコープ3 カテゴリー3 406,443t-CO2

スコープ2

マーケット基準

1,072,248
t-CO2

ロケーション基準
1,092,482t-CO2

スコープ3 カテゴリー4 1,298,840t-CO2

スコープ3 カテゴリー11 1,308,597t-CO2

スコープ3 カテゴリー12 443,755t-CO2

スコープ3 カテゴリー2（資本財） 249,316t-CO2

スコープ3 カテゴリー5（事業上の廃棄） 81,931t-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8（上流のリース資産） カテゴリー1に含む

スコープ3 カテゴリー9（下流の輸送） 4,518t-CO2

スコープ3 カテゴリー10（販売した製品の加工） 8,126t-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%

副生物・資源化量

2,615千t
資源化率

99.3%

廃棄物処理量（外部処理）

16千t

NOx  3,850t
SOx  2,541t
煤塵  2,914t
 フロン  10t

食品関連

22% 発酵関連

65%

医薬・化成品・
包材関連

13%

排出先
公共水域

（間接冷却水）  20,824千 t
公共水域

（処理後放流など）  28,341千 t
公共下水  9,827千 t
灌漑用水に利用  1,472千 t
BOD量  189t
窒素  340t

医薬・化成品・
包材関連

10%

食品関連

23% 発酵関連

67%

河水   24,433千 t
工業用水   27,030千 t
井水   16,371千 t
上水・市水   7,007千 t
その他（雨水など） 4千 t

74,844千t 60,464千t 2,631千t

環境データ
第三者保証声明書

参照
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水資源の保全

■ 環境中長期目標

■ 2017年度水使用量対生産量原単位実績

　味の素グループは、2030年度までに水使用量対生産量原単位を2005年度比で80%削

減することを目標としています。2015年度に75%まで削減したことから、2030年度の目標達成

のために、2018～2020年度の3年間で約1%の削減を進捗管理目標と定めています。

　2017年度は、基準年の2005年度に対して水使用量、排水量ともに140百万トン以上削

減、水使用量対生産量原単位は約77%削減し、目標を達成しました。前年度に引き続き、設

備洗浄水などの節水、工程に使用している水の場内循環活用による水使用量削減の取り

組みを着実に進めています。

　各事業所での節水や製造プロセス改善などの取り組みを継続的に推進し、中長期目標の

達成を目指します。

■ 水資源の保全目標

■ 水使用量の推移

■ 水使用量の推移 ■ 排水量の推移

2018年度 2019年度 2020年度 2030年度

水使用量対生産量原単位削減率（対2005年度） 78% 78% 78% 80%

水資源の保全

基準年 実績

2005年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度比率 比率 差

水使用量（百万t） 222 100% 82 79 77 74 75 100% -147

日本 83 38% 34 30 32 27 25 34% -58

アジア・アフリカ 82 37% 22 23 21 23 23 31% -58

欧州 29 13% 13 11 11 12 12 15% -18

北米 3 2% 5 5 5 6 8 10% 4

南米 18 8% 7 7 6 6 6 8% -12

中国 6 3% 1 1 1 1 1 1% -5

水使用量対生産量原単位
（製品1tあたり）

123 ー 36 34 30 28 28 ー ー

削減率 ー ー 71％ 73％ 75％ 77% 77% ー ー

参考値　生産量（万t） 180 ー 226 235 253 266 268 ー ー

2005

（年度）

（百万ｔ）
0 10050 150 250200

2016

2017

222151 26 40 5

7422 17 29 6

7521 20 27 7

2015 771923 30 5

2014 791727 28 6

2013 821234 31 6

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

0 10050 150 250200

2016

2005

6022 1126

2017 6021 1128

2015 6123 1226

2014 6627 1128

2013 7434 1129

204151 647

（百万ｔ）

間接冷却水放流

排水処理後放流

その他（公共下水など）

（年度）
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■ 排水量の推移

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

水資源の保全

 C o l u m n

■ 「ブレンディ®の森」看板設置
　2017年5月の「ブレンディ®の森」鈴鹿の看板設置に引き続き、

2018年5月、「ブレンディ®の森」群馬の一角に、森のシンボルとして

看板を設置し、除幕式を行いました。

■ 拡大エリアでの水源整備を開始
　2つの「ブレンディ®の森」活動は、2018年6月時点で計36回に

のぼり、味の素グループ従業員を含め、延べ約2,430名が参加しま

した。これまでの活動は、鈴鹿では間伐作業や作業道の整備、群

馬ではスギ幼木を守るための獣害対策ネットの設置と順調に育っ

ている幼木周辺の下草刈り作業が中心でした。2017年より新たに

拡大したエリアにおける水源または水辺周辺の整備を開始し、活

動の範囲を広げています。

■ お客様を招待
　2015年より活動開始した「ブレンディ®の森」群馬は、森の保全

活動と並行して散策道などの整備も進み、お客様をお呼びできる

森になりました。第1弾として、2018年5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関東（株）工場見学”を

実施し、近隣のお客様を招待しました。

　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。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するとともに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。

味の素AGF（株）、AGF鈴鹿（株）、AGF関東（株）の取り組み
森を守り、水を育む「ブレンディ®の森」活動

除幕式

「ブレンディ®の森」群馬
水源周辺整備作業の様子

自然体験の様子

群馬 鈴鹿 群馬

群馬

2025年度までに「ブレンディ®の森」の面積を約5倍に

　2017年3月時点で2つの「ブレンディ®の森」で育む地下水（涵養※1量）

は、2つの工場で生産される「ブレンディ®」ボトルコーヒーで使用する水の

約20%相当でした（味の素AGF（株）試算）。味の素AGF（株）は2025年

度までに森の面積を2017年3月に対して約5倍に拡大し、「ブレンディ®」

ボトルコーヒーで使用する水のすべてを「ブレンディ®の森」で育む地下水

（涵養量）で賄うことを目指しています。2018年3月現在、2つの「ブレン

ディ®の森」を合わせ21.8haと、約4.2倍まで契約エリアを拡大しています。
※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。森林面積が大きいと、涵養量（地

下水）が増加することを意味する。 0
2016 2017 2018 2025（年度）

5

10

15

20

25

30
（ha）

鈴鹿

実績 実績 計画 計画

群馬

必要面積
の22％

100％

「ブレンディ®の森」面積拡大計画

「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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事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

廃棄物のゼロエミッションと3R

■ 環境中長期目標

■ 2017年度廃棄物の３Ｒ実績

　味の素グループは、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。

特にアミノ酸の生産においては、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、食品の生産においては、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。  

　2017年度は、廃棄物の発生は前年と同程度でしたが、アミノ酸の生産量増加に伴い副生

物は増加しました。副生物の肥料や飼料としての活用や、バイオマスボイラーから発生した燃え

殻などの有効活用を推進することにより、リサイクル率99%以上を維持し、目標を達成しました。

　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。

廃棄物のゼロエミッションと3R

2018年度 2019年度 2020年度 2025年度 2030年度

事業活動で排出される廃棄物削減・資源化率 99%以上維持

■ 副生物・廃棄物の発生量および資源化率の推移

■ 廃棄物の3R目標

■ 副生物の資源化用途（2017年度）
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■ 副生物の資源化用途（2017年度）

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

廃棄物のゼロエミッションと3R

容器包装の環境配慮設計の推進

■ 味の素グループの取り組み

■ 容器包装の環境配慮に取り組む社内の体制

■ 社外関係者との連携

　味の素グループは、製品ごとに最適な容器包装を設計する中で、本来の機能を損なわない

範囲でできるだけ包材の使用量を削減したり、材質ごとにリサイクルしやすいよう、容易に分

離・分別できる工夫を施すなど、３R（リデュース、リユース、リサイクル）の推進に取り組んでいま

す。また、CO2削減、フードロス問題、資源枯渇問題、エネルギー問題、海洋投棄問題などに対

しても容器包装の果たすべき役割があると考えています。3Rの推進に加え、今後は、鮮度保

持機能の強化による賞味期限延長、容器包装への付着を減らすことによるフードロス発生量

の低減、材料リサイクルが容易なプラスチック製容器包装の検討のほか、効率的な物流に配

慮した容器包装設計によるエネルギーの削減など、幅広い分野における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、飲料、油など、取り扱う

製品も、使用する容器包装も多岐にわたっています。グループ各社の容器包装に関する環境

配慮の取り組みを共有化し改善のヒントにするため、「グループ食品会議」や「包装設計者連

絡会」などを通じて日本国内のグループ会社間の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の総合力を発揮し、さらなる改善に取り組みます。

　味の素グループは、日本の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、社会の多くの皆様に3Rを知っていただく活動を行っています。

　例えば、日本の農林水産省が2017年10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（第二版）」の作成に協力し、「味の素KKおかゆ」白がゆ、「Cook Do®」 

2人前シリーズなどを事例として掲載しました。

包装設計者連絡会

事例紹介

● 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（第二版）」
● 九都県市容器包装ダイエット宣言
● プラスチック容器包装リサイクル推進協

議会への3R改善事例提供
● 紙製容器包装リサイクル推進協議会へ

の3R改善事例提供
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事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

廃棄物のゼロエミッションと3R

■ 環境配慮設計と環境アセスメントの実施

■ 国内グループ3社の家庭用製品の容器包装使用量と再商品化委託料金

　味の素グループは、2013年に規格化されたISO18600シリーズや2015年に日本の経済

産業省により規格化されたJIS Z 0130に基づき、容器包装の環境配慮設計の推進に取り

組んでいます。容器包装の設計時には、品質保持や製品の保護、物流適正、製品の陳列の

しやすさなどの容器包装が本来果たすべき機能に加え、3R、フードロスやCO2排出量の削減、

持続可能な包材の使用などの環境への配慮が求められています。一方で、過度な包材削減

による品質劣化や破損などの廃棄ロスを発生させないよう、機能性と環境配慮のバランスが

重要です（図1）。味の素グループでは、新製品および改訂品を発売する前に、個々の製品で

順守すべき法規制やグループ環境目標への適合性を確認するためのチェックリストをもとに、

「環境アセスメント」を実施しています（表1）。さらに、味の素（株）では、「容器包装エコインデッ

クス評価表」をもとに、改訂内容を採点方式で評価しています（表2）。

　日本国内では容器包装リサイクル法に則り、家庭から排出される容器包装ごみの再商品化

を容器包装リサイクル協会に委託して行っています。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2016年度実

績で37.3千トン、前年比98.5%でした。この使用量に基づく2018年度の再商品化委託料金

は、494百万円、前年比109.9%でした（図2）。

　容器包装使用量が減少したにもかかわらず再商品化委託料金が増加した理由は、国によ

る再商品化事業者の入札制度の変更によりプラスチック製容器包装の再商品化実施委託

単価が前年比109%に上昇したことや、中国の廃棄物輸入規制の影響でPETボトルの再商

品化実施委託単価が前年比460%に上昇したためです。

■ 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

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

■ 図1 容器包装の環境配慮設計

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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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

リサイクルシステムへの
適合性

すべての部位にリサイ
クルの容易な包材を
使用

+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

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
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■ 表2 容器包装エコインデックス評価表

■ 図1 容器包装の環境配慮設計

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

廃棄物のゼロエミッションと3R

容器包装の環境配慮設計の事例紹介

　味の素グループは、特性や形態の異なる様々な製品に合わせて、プラスチック製パウチ、ト

レイ、ボトル、ガラスびん、PETボトル、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、環境課題ごとに代表的な容器包装の

取り組み事例を紹介します。

　2017年度に「ほんだし®」「丸鶏がらスープ」「味の素KK 中華あじ」などのスティック包材のプ

ラスチック使用量を削減しました。この改訂により、プラスチック使用量で年間約11トン、CO2

排出量で約26トンの削減を見込んでいます。また、改訂に伴い重量構成が変わり、容器包装

リサイクル法が定める識別マークを「プラ」から「紙」に変更しました。

　味の素グループでは、2016年度にギフト製品の化粧箱にFSC®認証を受けた紙製包材の

採用を開始しました。2017年度より味の素（株）の「ほんだし®」「Cook Do®」など家庭用主力

製品の個箱や他製品の中箱、外装（段ボール箱）などにも順次採用しています。2020年度ま

でに国内グループ会社の容器包装用紙におけるFSC®認証紙使用比率を80%にすることを

目標としています（2017年度実績71%）。

　また、適切に管理された森林由来の紙を使用していることをお客様にお伝えするため、

FSC®認証マークや独自の環境マーク「味なエコ」マーク、「ほっとするエコ」マークを製品に表

示しています。

事例１

事例 2

「ほんだし®」などスティック包材のプラスチック使用量の削減

FSC®※1認証紙採用製品の拡大

従来品 改訂品

※1 Forest Stewardship Council®：森林管理協議会
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「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、一つひとつの包装は

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。

　「できるだけ環境に良い製品を選びたい」「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
素グループらしい・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A G F（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年より表示を開始しました。

「味なエコ」
マーク製品数

204品種
「ほっとするエコ」
マーク製品数

156品種
2018年8月現在

省包材でエコ
包材使用量を従来品に比べ削減しています。

植物プラスチックでエコ
袋包装の最表面のフィルムに、植物由来原料を20%以上使用した
PETフィルムを採用しています。

再生プラスチックでエコ
包材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排出量を抑制しています。

※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

トレイなしでエコ
トレイを使用せずに大袋入りにしています（冷凍食品）。ゴミを減量化
し、CO2排出量を20～50%抑制しました。

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。

詰め替えでエコ
袋製品から長持ちする瓶に中身を詰め替えて使って
いただくことで、環境負荷を抑制できます。

ラベルが簡単にはが
れる「易剥離ラベル」
を採用しています。

捨てやすくてエコ
包材に捨てやすい工夫が施されています。

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
包材の一部に、適切に管理された森林で生産され
たことを示すFSC®の認証紙を容器包装に使用し
ている製品です。

味の素（株）：FSC®N002688　
味の素AGF（株）：FSC®N002418

2018年7月現在
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フードロスの削減

■ 環境長期ビジョンおよび環境中長期目標

■ 製・配・販連携によるフードロス削減～「賞味期限の年月表示化」の実現（日本）

　味の素グループで発生する主なフードロスは以下の通りです。

１． 原料・仕掛品 ： 製品改訂、生産品目変更、使用期限切れなどにより発生する廃棄

２． 生産 ： 

３． 製品 ： 製品改訂や生販管理ミスによる賞味期限切れで発生する在庫、誤出荷など

 による返品、倉庫や配送時の破損品、サンプル品の廃棄

　2017年度は、5％削減の目標に対して、2％増加の24千トンという結果となりました。

（1） 製品切り替えのためのライン洗浄、抜き取り検査など標準作業で定常

的に発生する廃棄物

（2） 生産トラブルに由来する廃棄物

フードロスの削減

実績 目標

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2025年度

原料受け入れからお客様納品までのフードロス削減率（対2016年度） 2%増加 10%削減 15%削減 20%削減 50%削減

「賞味期限の年月表示化」による
サプライチェーン全体でのメリット

● 管理対象ロット数の減少
● 保管スペースの極少化
● 倉庫や店舗でのオペレーションの簡素化

　味の素グループは、2050年までに原料からお客様の使用・廃棄までの製品ライフサイク

ル全体でフードロスを2016年度比で半減するという長期ビジョンを掲げ、様々なステークホル

ダーとの連携・協働を重視しています。

　さらに、2025年度までに原料受け入れからお客様への納品までのグループ内で発生する

フードロスを、2016年度比で50％削減することを目標としています。この実現のため、2018年2

月に、2020年度までの各年度の目標を新たに設定しました。

　日本のフードロスは年間約646万トン（2015年度農林水産省推計）と、世界の食糧援助量

約320万トン（2014年国連世界食糧計画調べ）の約2倍となっています。国を挙げて取り組む

べき課題として、日本では官民が連携してサプライチェーン全体の効率化に取り組んでいます。

　味の素（株）は、2011年から経済産業省の「製・配・販連携協議会」、2012年からは農林水

産省の「食品ロス削減のための商慣習検討ワーキングチーム」に加わり、「賞味期限の年月

表示化」「賞味期間の延長」「納品期限の最適化」を検討してきました。2017年2月以降、段

階的に家庭用主要製品の賞味期限表示を「年月日」から「年月」へ変更し、併せて賞味期

間を延長し、2018年8月に賞味期間が1年以上の製品の切り替えが完了しました。味の素 

AGF（株）でも賞味期間が9カ月以上の家庭用製品の切り替えが完了しました。

　味の素グループは、今後も官公庁および製・配・販各層の連携を図り、サプライチェーン全

体でのフードロス削減を進めます。

■ フードロス削減目標
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フードロスの削減

参照
「エコうまレシピ®」のご紹介　
http://www.ajinomoto.com/jp/activity/
environment/eco/ecouma/

生活者とともに進めるエコライフ（日本）

■ 「食卓からのエコライフ」（「食エコ」）の啓発

■ 独自技術を活かした、製品を通じたフードロス削減への貢献（日本）

●「味なエコ」マーク、「ほっとするエコ」マーク製品を通じて

● 「エコうまレシピ®」を通じて

　外食や中食（家庭外で調理されたものを購入し、家庭内で食べる食事）が日常的になるに

つれ、外食産業や小売店でのフードロスが大きな課題となっています。

　味の素（株）は、酵素技術や独自の配合技術を活かし、炊きたての食感を長時間保持できる

「お米ふっくら調理料」や、唐揚げに代表される厚切り肉メニューで、冷めてもおいしさを維持

できる「唐揚げ・お肉ジューシー調理料」などを外食・中食産業のお客様に提供しています。今

後もこのような製品を通じてフードロス削減に貢献していきます。

　日本のフードロスのうち、家庭から出るのは年間約289万トン（2015年度農林水産省推計）

と発生量全体の約半分を占めています。味の素グループは、家庭のフードロスを減らすべく、毎

日の料理や食事を通じて実践できる「食エコ」（エコな製品を選ぶ・食材をムダなく、おいしく食

べ切る）を広げる活動に取り組んでいます。

　お客様にできるだけ環境に配慮した製品を選んでいただくために、味の素グループでは

2010年より製品のエコがひと目でわかる独自の環境マークを製品に表示しています。

　毎日のお料理は、家庭で今日からすぐにエコライフを始めるチャンスです。味の素（株）では

2009年より「エコうまレシピ®」（=エコでうまい（美味い・上手い）レシピやアイデア）を、Webやイ

ベントなどを通じて広げる活動に取り組んでいます。

※「味なエコ」マーク、「エコうま」「エコうまレシピ」は、味
の素（株）の登録商標です。

食材を
ムダなく
活用！

「旬」の
食材を
選ぼう！

手際よく、
簡単に！

おいしいは、エコロジー

「味なエコ」マーク、「ほっとするエコ」マーク製品を広
げる

参照 環境 P83
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フードロスの削減

■ 子どもたちの「食エコ活動」を応援

● 「食エコKIDs」賞で応援

● 企業、行政、NPO・NGO、教育現場と協働して、サステナブルな未来を考える

● 「エコプロダクツ2017」への出展を通じた対話

　味の素（株）は、2010年度より（一財）グリーンクロスジャパンが実施する「みどりの小道」環

境日記※1に応募された作品の中から、「食」に関する楽しく、優れた活動を「食エコKIDs」賞とし

て表彰しています。8回目となる2017年度は9名の子どもたちの活動を表彰しました。

　受賞者の日記の一部は「Eco Life Book with 食エコKIDs」としてまとめられ、冊子やWeb

サイトで紹介しています。2017年度は約15,000冊を作成し、エコプロダクツ展などのイベントや

「みどりの小道」環境日記実施校のうち希望校に配布しました。

　こうした活動を通じて、未来を担う子どもたちに家庭で楽しく「食エコ」活動に取り組んでもら

えるよう、応援を続けていきます。

　味の素（株）は、2011年に花王（株）、（株）イースクエアと「食とくらしのサステナブル・ライフ

スタイル研究会」を発足し、未来の地球環境と心豊かなくらしのために、どのように働きかける

と生活者が心豊かでサステナブルなライフスタイルを実現できるかを研究テーマに活動してい

ます。その活動から導き出された行動変容のために必要な要素と仮説に基づき、味の素（株）

と花王（株）の工場がある川崎市と連携して、川崎市内の小学5年生とその保護者を対象に、

2016年度より「食とくらしがつくる地球の未来 夏休みチャレンジ」を実施しています。

　本プログラムは、リアルな体験ができるオリジナル「工場・施設見学プログラム」や資源循環

（つながり）を理解する「環境ゲーム」を通して身近なくらしから川崎市、世界の環境問題を自

分のこととして考えてもらう３日間の体験プログラムと、学んだことを家で家族と一緒に実践し、

エコへの気づきを記す１カ月にわたる「環境日記」で構成されています。

　参加した子どもたちからは、「エコは身近なくらしの中にある小さなことの積み重ね」「エコをみ

つけて、自分なりに行動するようになった」「つながりを意識し、エコが楽しくなった」などのコメント

が寄せられました。2018年度も「夏休みチャレンジ」を実施します。

　2017年12月に開催された日本最大級の環境展示会「エコプロダクツ2017」に味の素グ

ループ5社が共同でブースを出展しました。味の素グループの従業員が環境に配慮した事業

活動や製品の紹介を行うとともに、「食卓からのエコライフ」提案を行いました。

　ブースに訪れた子どもたちには、日本人1人・1日当たりのフードロス量をハンバーガー１個分

（約134g）で示し、フードロスを身近に感じてもらいました。

独自教材「Eco Life Book with 食エコKIDs」

最終日の修了式

ハンバーガーを使ってフードロスを語る従業員

2017年度表彰式

※1 一般財団法人グリーンクロスジャパンが実施する「みどり
の小道」環境日記事業では、環境問題に取り組むための
参考になるガイドブックと、12週間分の環境日記を記入す
る日記帳を、約10万人の小学生に配布している。

参照
「食卓から始めるエコライフ」の取り組み
http://www.ajinomoto.com/jp/activity/
environment/eco/

Web

「夏休みチャレンジ」実施報告（2018年度活動）
http://begoodcafe.com/news/challenge2018

～夏休みチャレンジ～
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公正な事業慣行

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

味の素グループのアプローチ
　味の素グループは、世界各地の自然の恵みや、様々な資源を使って製品・サービスを提供し

ています。地球環境に与える負荷を低減することはもちろん、世界中に広がる原材料の生産

地やサプライチェーン上で、環境や人権・労働安全といった社会的側面に配慮していくことの

両立が求められています。

　味の素グループでは、法令を順守するとともに、サプライチェーンの関係者と連携・協働して

将来にわたり持続可能で安定した調達を実現していきます。

味の素グループポリシー

■ 基本原則

4. 公正で透明な取引　

 4.1 私たちは、取引において、公正、透明を心がけ、取引先をビジネスパートナーとして認識し、合理的に業務を遂行します。

 4.2 私たちは、各国における独占禁止法等の競争に関する法令、ルールをよく理解し順守し、
  競合する他社との間で、価格や販売・生産数量などを取り決め、競争を制限する行為（カルテル）や入札談合を行いません。
  また、不正な手段を用いて、競争相手を市場から排除したり、新規参入を妨害したりしません。

 4.3 私たちは、原材料、商品、サービスの購入先や業務委託先の選定においては、価格、品質、サービス等の条件を公正に評価して、
  取引先を決定します。また、優越的地位を乱用することにより、取引先に不利益を与える行為を行いません。

 4.4 私たちは、原材料、商品、サービスの購入先や業務委託先とともに、地球環境保全や人権擁護等の
  社会的責任を果たすよう努力します。

 4.5 私たちは、お客様や取引先に対して、不適切な贈り物、接待、金銭の提供等の行為は行わず、良識を持って行動します。

 4.6 私たちは、国内公務員、外国公務員及びこれらに準ずるものに対し、方法を問わず、
  贈り物、接待、金銭その他賄賂となる利益提供は行わず、政治、行政とは健全かつ正常な関係を保ちます。

関連するグループポリシー

調達に関するグループポリシー

● 紙の環境配慮調達ガイドライン

● パーム油の調達ガイドライン

● サプライヤー取引に関するグループポリシーガイドライン

サプライヤー取引に関するグループポリシー

贈賄防止に関するグループポリシー

政治的活動および政治献金に関するグループポリシー
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■ 関連するマテリアリティと事業活動の影響範囲

マテリアリティ
サプライチェーン 原料サプライヤー 味の素グループ

（開発・生産・物流）
流通・ユーザー・

生活者

●持続可能な農畜水産物調達 ○ ○

●サプライヤーのCSR推進 ○ ○

重点目標 施策

サプライチェーンの
人権・社会的側面の持続可能性確保

サプライヤーに対する、Sedex※1を活用した
コンプライアンス、環境・人権・労働安全に関する企業活動の情報開示の要請

持続可能なコーヒー豆の調達に向けた、
味の素グループのコプロ活用

味の素AGF（株）による農園の収率向上支援

重要原料の持続可能な調達

1.パーム油
2020年度を目標に100％持続可能な 

パーム油の調達を実現
・日本における認証油調達比率拡大
・ベトナムなどでの認証油調達開始

2.紙
2020年度を目標に100％持続可能な
紙の調達を実現

・日本における包材（個箱・段ボールなど）での利用拡大
・海外における個箱の現状調査開始およびロードマップ策定

3.その他 ・コーヒー豆の4C※2認証品調達およびロードマップ策定
・エビに関するサプライチェーンのリスク調査継続およびロードマップ策定
・主産地である北南米を対象とした大豆の認証スキームに関する実態調査開始

グローバル調達の高度化
・海外グループ会社の調達プロセスチェックの実施
   現状と課題の整理と、個社調達レベルに応じた支援ツールの活用
・味の素グループグローバル調達会議の年1回の開催

2017-2019年度 味の素グループの持続可能な原材料調達に向けた計画

※1 Sedex：サプライヤーエシカル情報共有プラットフォームのこと。順守が求められる法令や規範に関する質問票の情報を共有する。単一の質問票を用いることで、各サプライヤーの情報を漏れなく集めることができ
るとともに、サプライヤーの監査の負担軽減にもつながる。味の素グループは2018年5月に加盟。

※2 4Cアソシエーション（Common Code for the Coffee Community）:コーヒー生産農家が、持続可能な生産活動のための重要なファーストステップの基準に適合するよう支援している。

マネジメントアプローチ

味の素グループのマテリアリティP9
参照
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　味の素グループでは、2018年6月に「サプライヤーホットライン」を設置しました。役員・従業員

からの通報窓口の他、取引先からの通報窓口を開設し、味の素グループ役員・従業員の法令

違反や「味の素グループポリシー」（AGP）逸脱の疑いのある行為の早期発見と是正を図りま

す。将来的にはサプライチェーンにおける人権・環境問題などを発見する手段の一つとして活

用します。

■ サプライヤーホットライン

 C o l u m n

　味の素グループでは、グローバル調達会議を2011年から毎年実施し、当社グループの

調達方針の共有および調達のベストプラクティスについて議論しています。2017年も10

月に東京で開催し、11カ国の調達担当役員や調達部門長とともに、持続可能な調達の実

現に向けた取り組みについて協議しました。

味の素グループグローバル調達会議

サプライヤーホットライン
https://i365.helpline.jp/ajinomoto/s-hotline

参照

公正な事業慣行マネジメント

　味の素グループでは、グローバルコーポレートである生産戦略部がグループ全体の調達の

方針を策定し、その方針に基づいてグループ調達センターをはじめ国内外のグループ会社が

戦略・計画を立て、実践する仕組みとなっています。

■ 推進体制

マネジメントアプローチ

ホットライン（内部通報制度）の拡充と運営強化
参照 組織統治 P135
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調達に関するグループポリシー
紙の環境配慮調達ガイドライン
パーム油の調達ガイドライン

参照

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

原材料の持続可能な調達に向けた取り組み

原材料の持続可能な調達に向けた取り組み

　味の素グループでは、事業活動で利用する原材料を網羅的に把握した上で、社内関連部

門と社外有識者（専門家、NGOなど）で分析を行い、当該原料への依存度、代替原料の有

無、地球環境の持続性への関わりの大きさなどの総合的視点から、農林資源、水産資源の

領域で特に重点的に取り組むべき重要原材料を特定しています。重要原材料は、事業や地

球環境などの状況の変化に即し、毎年見直しを行いますが、この1年間における大きな変化は

ありませんでした。

　なお、気候変動、生物多様性の劣化、人権問題などへの関わりの大きさから、森林破壊ゼ

ロ※1の達成が喫緊のテーマとなっていることを受け、農林資源（パーム油、紙）について取り組

みを強化しています。

　森林破壊は、生態系の破壊や生物多様性の喪失、温室効果ガス排出を通じた気候変動の

原因となるため、これの予防は地球環境の持続性にとって極めて重要です。森林に依存した生活

を営む住民にとって、人権問題にも直結します。森林破壊の原因の一つとして林業や農業のため

の開発がありますが、これは企業の原材料調達が時としてその原因になりうることを意味します。

　パルプやパーム油生産のためのプランテーション開発は、一部では違法伐採に関わってい

ることが指摘されています。味の素グループは、「紙の環境配慮調達ガイドライン」を2012年

に、「パーム油の調達ガイドライン」を2018年7月に制定しました。これらのガイドラインに基づき、

認証を受けた原材料の調達や各種イニシアティブとの連携を通じて、原材料の持続可能性を

確保していきます。さらに、認証を受けた原材料の供給は限定されていることから、原材料調達の

持続可能性をより確かなものにするべく、独自のトレーサビリティーの確立や監査なども進めていき

ます。

■ 重要原材料の特定

■ 味の素グループにおける重要原材料

※1 味の素（株）は国際的な業界団体であるThe Consumer 

Goods Forum（CGF）のボードメンバー企業として、パー
ム油および紙の調達に関し、原産地の森林破壊ゼロを支
持しています。

農林資源

・アミノ酸類の発酵生産原料となる糖質系農作物
・コーヒー豆
・消費者向け加工食品の容器包装や事務用紙に使用する紙
・加工食品や化成品の原料となるパーム油

水産資源
・「ほんだし®」や削り節の原料のカツオ
・冷凍食品などの原料となるエビ

森林破壊ゼロに向けた取り組み
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事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

　味の素（株）は、2013年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。この取り組みを通じて、日

本における持続可能な紙の調達の主流化と、味の素グループの持続可能な調達の拡大を

図ります。

■ 社会との連携

原材料の持続可能な調達に向けた取り組み

　味の素グループは、「紙の環境配慮調達ガイドライン」に基づき、使用する事務用紙と容器

包装用紙などについて各国・地域の状況に即して取り組みを進めています。

　事務用紙については、「紙の環境配慮調達ガイドライン」に適合した製品のみを間接材購

買システムで取り扱うことで、方針への適合を継続しています。

　容器包装用紙については、2015年度からFSC®認証紙の採用を拡大しています。2016年

度には日本のギフト製品のパッケージなどでFSC®認証紙の積極導入を進め、同製品で使用

する紙の約70%を切り替えました。2017年度には「ほんだし®」や合わせ調味料「Cook Do® 

きょうの大皿」といった味の素(株)の家庭用主力製品のパッケージもFSC®認証紙に切り替え、

FSC®および「味なエコ」マークを表示しました。

　2018年度は、海外グループ会社の紙の調達について定量調査を開始し、2020年度まで

のロードマップを策定します。引き続き味の素グループ全体で持続可能な紙の積極的な採用

を進めていきます。

■ 自社使用における取り組み

■ 「紙の環境配慮調達ガイドライン」の具体的な方針

■ 味の素グループの容器包装用紙の実績と目標（日本）

※1 FSC® 管理木材由来の紙など

方針1

FSC® 認証紙および古紙利用100%の再生紙を優先調達する

方針2

味の素グループが環境に配慮していると認めた紙※1を調達する

方針3

紙製品の原料となる木材の伐採にあたって現地における森林に関する法令に照らし、
手続きが適切になされたことが確認できない紙を調達しない

FSC®認証紙
80％

古紙100％
再生紙
10％

方針2 10％
方針3 0％

方針1 90％

FSC®認証紙
71％

古紙100％
再生紙
15％

方針2
9％

方針3 5％

方針1 86％

2017年度実績 2020年度目標

「FSC® 認証マーク」を表示した家庭用主力製品

持続可能な紙利用推進の取り組み

容器包装の環境配慮設計の推進
参照 環境 P80
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■ 社会との連携

RSPOのAnnual Communications of Progress 
(ACOP:年次報告 )
ht tps://rspo.org/ f ile/acop2017/submissions/
ajinomoto%20co.%20inc.-ACOP2017.pdf
※味の素グループの取り組み実績や計画を詳細に報告し

ています。

Web

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

原材料の持続可能な調達に向けた取り組み

　味の素グループは、2020年度までに100%持続可能なパーム油の調達を実現することを

目標としています。パーム油を使用する製品は、カップスープ、即席めん、コーヒークリーマーなど

の加工食品や化成品など多岐にわたり、使用する地域も日本、東南アジア、欧州、南米にまた

がっています。一部の製品では認証品の調達がより困難なパーム核油を使用していること、一

部の地域では認証パーム油の供給が限られることから、国・地域や事業ごとに2030年度まで

のロードマップを作成しています。

　2017年度の味の素グループのパーム油の使用実績は約34,200トンで、そのうち認証パー

ム油の使用率は全使用量の14%となりました。使用するパーム油の種類や使用地域での認

証パーム油の供給体制により、認証パーム油の使用率に地域差が見られました。例えば、グ

ループ内で最も使用しているタイでは認証パーム油の供給のサプライチェーンが未整備なた

め、認証パーム油の使用率が1%にとどまりましたが、日本および欧州ではそれぞれ32%、68%

となりました。2018年度は、日本における認証パーム油使用率の拡大と、ベトナムなどでの認

証パーム油の調達開始に取り組んでいます。

　味の素（株）は、2012年度に持続可能なパーム油の調達を推進する「持続可能なパーム油の

ための円卓会議（RSPO）」に加盟し、他企業や日本のパーム油使用に関わる関係者との協働・

連携を進めてきました。2017年度は「持続可能なパーム油会議（JaSPOC）」の実行委員会副委

員長を務めるとともに、CGFの日本サステナビリティ・ローカル・グループ（JSLG）のパーム油ワーキン

ググループにも参画しました。今後もこうした取り組みを通じて、産業界全体の持続可能なパーム

油の調達の進展に貢献していきます。

■ 自社使用における取り組み

■ 味の素グループのパーム油（パーム核油含む）の使用量（2017年度）

■ 認証パーム油使用量（2017年度）

（t）

持続可能なパーム油の調達推進

日本
加工食品 8,200

化成品 2,600

海外 加工食品 23,400

グループ合計 34,200

タイ
57%

タイ 日本 南米 欧州 ベトナム 全世界

日本
32%

南米 6%

欧州 4%

ベトナム 1%

0
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（%）

1%

32%
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68%

0%

14%
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57%

タイ 日本 南米 欧州 ベトナム 全世界

日本
32%
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非認証油認証油
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事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

原材料の持続可能な調達に向けた取り組み

　近年、中西部太平洋熱帯海域でカツオの漁獲量が急激に増加する一方で、日本の近海・

沿岸においては2000年代後半以降不漁が顕著になっており、カツオ資源と国内カツオ漁業

の持続性に懸念が持たれています。

　味の素(株)では、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、2009

年より日本の国立研究機関と共同してカツオの標識放流調査に取り組んでいます。

　コーヒー豆の生産は、生物多様性が豊かな地域で生産されています。そして、その多くを零

細農家に依存しています。

　味の素グループでは、農園の自然環境や従事する人々の生活を良い状態に保ち、生産と

流通のサステナビリティ（持続可能性）促進に取り組む「4C認証※1」に賛同し、定められた基

準に適合した農園で生産されたコーヒー豆の調達に取り組んでいます。

持続可能なカツオ漁業と資源利用に向けた取り組み

コーヒー豆の持続可能な調達

 C o l u m n

　味の素AGF（株）は、2017年6月に、鹿児島県徳之島におけるコーヒー豆の生産を支援

するプロジェクトを地元の生産者会、自治体、商社とともに立ち上げました。

　徳之島は、コーヒー生産の北限に位置し、日本国内でも数少ないコーヒー豆生産地の

一つです。生産量拡大に向けては、苗木の増加、台風対策による生産の安定化、収穫後

に使用する精選機などの設備の増強などが必要です。これらの課題を生産農家とともに

解決しながら徳之島のコーヒー豆の生産を支援し、徳之島ならではのコーヒー豆を使った

製品の発売を目指しています。

　また、年4回程、従業員教育の一環として種植えや育苗作業、収穫作業などに参加して

おり、今後も生産体験をする従業員を増やしていきます。

国産コーヒー豆を使用した製品の発売を目指して

コーヒーの苗100本の苗植え式の様子徳之島コーヒー生産支援プロジェクト
http://www.agf.co.jp/csr/tokunoshima.html

Web

生態系・生物多様性の保全

鹿児島県徳之島産コーヒー豆の生産支援をスタート！

環境 P66参照

※1 4C 認証
      「Common Code for the Coffee Community」
　   コーヒー生産農家が、持続可能な生産活動のための重要 

      なファーストステップの基準に適合するよう支援している。
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調達に関するグループポリシー
紙の環境配慮調達ガイドライン
パーム油の調達ガイドライン
サプライヤー取引に関するグループポリシー
サプライヤー取引に関するグループポリシーガイドライン

参照

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

公正な競争の確保／汚職の防止

公正な競争の確保

汚職の防止

　味の素グループは、「味の素グループポリシー」（AGP）において、公正で透明な取引を心が

け、役員および従業員が各国・地域における独占禁止法などの競争に関する法令、ルールを

よく理解し順守することを定めています。また、日本、米国、欧州の個別の法令に関し、「独占禁

止法遵守ガイドライン」（日本）、「米国独占禁止法遵守ガイドライン」「欧州競争法遵守ガイド

ライン」を定めています。調達関連では、取引先に対し、「調達に関するグループポリシー」およ

び「サプライヤー取引に関するグループポリシー」、関連するガイドラインの趣旨の理解とともに

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公正・透明・自由な競争を阻害する行為を

行わないことを要請しています。

　味の素グループは、日本国内のグループ会社の役員・基幹職をはじめとするラインマネジメ

ントに関わる従業員を対象として、定期的に独占禁止法の研修を実施しており、2017年度は、

467名が参加しました。海外の主要なグループ会社でも現地の弁護士を講師として独占禁止

法研修を実施しており、2017年度は、インド、シンガポール、ベトナム、フィリピンのグループ会社

の役員・マネージャーを対象に研修を実施し、126名が参加しました。独占禁止法は、企業が行

う取引に関する様々なルールを定めていますが、これらの研修では、公正な競争への影響が

特に大きい「カルテル」の禁止について、必ず説明することとしています。

　また、2017年度は、国内グループ会社の希望者を対象に景品表示法研修を実施しました。

■ 基本方針

■ 従業員への教育 ■ 研修実施体系（独占禁止法）

※各研修内で独占禁止法のプログラムを実施

味の素（株）
国内グループ

会社
（含味の素（株））

海外グループ
会社

・新入社員 

  研修
・通年入社者 

  研修
・営業部門
  向け研修

・コンプライ 

  アンス研修
・法務研修

贈賄防止に関するグループポリシー
政治的活動および政治献金に関するグループポリシー

参照　味の素グループは、AGPの基本原則において、日本の公務員、外国公務員およびこれらに

準ずる者に対し、方法を問わず、贈り物、接待、金銭その他賄賂となる利益提供は行わず、政治、

行政とは健全かつ正常な関係を保つことを定めています。2016年には、「贈賄防止に関するグ

ループポリシー」を制定し、その中で以下の事項を定め、グループ各社およびその役員・従業員

に対し、本ポリシーおよび関係する国・地域の贈賄禁止法令を順守することを求めています。

・ 会社のすべての取引に関して、合理的な詳細さをもった正確な帳簿と記録を保持すること

・ 特に公務員などに関連する出費について適切な処理を確実にすること

・ 本ポリシーの順守・運用の状況を監査対象とすること

　味の素グループは、日本国内のグループ会社の役員・基幹職をはじめとするラインマネジメン

トに関わる従業員を対象として、定期的に外国公務員を含めた公務員との付き合い方に関す

る研修を実施しています。2017年度は、467名が参加しました。また、2017年度は、インド、シン

ガポール、フィリピン、タイ、カンボジア、ベトナムのグループ会社の主に役員・マネージャーを対

象に、現地の弁護士を講師として、贈賄防止に関する研修を実施し、272名が参加しました。

■ 基本方針

■ 従業員への教育

味の素グループ サステナビリティデータブック 2018 公正な事業慣行 94

https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/procurement_of_environmentally_responsible_paper_guideline.html
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/palm_oil_guideline.html
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/suppliers_policy.html
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/supplier_csr_guidelines.html
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/bribery_prevention_policy.html
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/political_policy.html
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/procurement_policy.html


知的財産に関するグループポリシー
参照

知的財産報告書
https://www.ajinomoto.com/jp/ir/library/intell.html

参照

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

知的財産を守り、適切に使用する

知的財産を守り、適切に使用する

　味の素グループは、2018年7月に「知的財産に関するグループポリシー」を制定し、味の素

グループの競争優位の確立・利益創出・グローバルな成長に貢献するべく、以下の取り組み

を推進しています。

1. 事業のコアとなる技術の戦略的かつ効率的な知的財産の獲得

2. オープンイノベーションなど、積極的な外部技術の取り込みと連携

3. 自社技術のライセンスや訴訟など、保有技術の活用と権利行使

4. 商標制度などを活用した製品の保護とブランド価値の向上

5. 他者知的財産権の尊重と調査、クリアランスの徹底による侵害リスクの極小化

6. 調査解析情報のグループ事業部門・R&D部門への提供

7. 知的財産人財の育成、社内外ネットワークの活用

　味の素（株）は、「知的財産権のライセンス・管理等に係る要領」に基づき味の素グループ

全体の知的財産（特許、意匠、商標など）を統括しています。調査、知的財産権維持管理業務

を関係会社の（株）アイ・ピー・イーに集約しているほか、米国に駐在員、ロシアに専門スタッフを

配置、アセアン、南米の各社に知的財産のキーパーソンを指名し、長年にわたり信頼関係を

築いてきた特許・法律事務所と共にその他の業務を進めています。特に、バイオ関連技術に

ついては、日本・米国・ロシアの3拠点が連携し、強い特許権の獲得を進めています。

■ 知的財産に関する取り組み

■ 知的財産管理体制

■ 味の素グループ知的財産管理体制

日本：味の素（株）

中東：連携事務所確保

アフリカ：連携事務所確保
アセアン：担当スタッフ

アセアン：長期起用事務所多数 南米：長期起用事務所多数

南米：担当スタッフ

北米：長期起用事務所等多数

米国：専任出向者

ロシア：専任スタッフ

社内SNSでつなぐ

定期出張

定期出張

定期出張

定期出張

定期出張

定期出張 定期出張

欧州：長期起用事務所多数

グループ内ネットワーク 社外ネットワーク コミュニケーション・連携強化
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事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

知的財産を守り、適切に使用する

　（株）パテント・リザルト（本社・東京）では、2017年の特許審査過程において他社特許への

拒絶理由として引用された特許数を企業別に集計して、「食品業界 他社牽制力ランキング

2017」を発表しています（右表）。引用された特許数が多い会社は、競合他社が権利化する上

で、阻害要因となる先行技術を多数保有している先進的な企業としており、当社は1位にラン

クされています。

　また、当社知的財産権を侵害する企業に対しては、警告や知的財産権侵害訴訟を提起す

るなど権利の侵害を許さない毅然とした態度で対応しています。

　味の素グループは、商標「味の素®」、「AJI-NO-MOTO®」の普通名称化防止や、従業員

の商標マインド育成を目的として、商標の基礎知識や「味の素®」をはじめとする商標の表記

ルールを学ぶ「商標セミナー」をグループ会社向けに継続的に開催しています。2017年度の

セミナー参加者は、計130名でした。

　味の素（株）は、「新価値創造」と「開拓者精神」を基本に、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。また、従業員に対し、発明を積

極的に奨励しており、発明へのインセンティブや特許法への対応を目的に発明報奨制度を設

けています。

　従業員による職務発明には、出願時あるいはノウハウ登録時に「出願報奨金」が支払われ、

その職務発明が特許として登録されると「登録報奨金」が支払われます。さらにその職務発明

が会社により実施されると「実施報奨金」が支払われ、事業貢献が極めて大きい場合は会社

が得た利益に応じて発明者に「特別報奨金」が支払われます。

　ほとんど全てのグループ会社においても、同様の制度を導入しています。

　味の素グループは、営業秘密の漏洩防止を目的とした委員会を設置し、外部機関による診

断を受け、課題を抽出し、組織・人による管理基盤の整備や物理的・技術的に営業秘密漏洩

を起こさせない基盤の構築を行ってきました。味の素（株）と国内外主要グループ会社での取

り組みが進んだため、当該委員会は2017年度末に解散し、以降は、情報企画部門と知的財

産部門が、営業秘密漏洩の防衛策の立案、実行を担当し、監査部門と連携しつつ、ト営業秘

密の管理および漏洩防止に関する、味の素グループ全体のガバナンスを進めています。

■ 味の素（株）特許の他社特許への影響

■ 商標教育活動

■ 発明報奨制度

■ 営業秘密漏洩防止の取り組み

■ 食品業界 他社牽制力 
ランキング2017

順位 企業名
引用され
た特許数

1 味の素（株） 332

2
キリンホールディン
グス（株）

287

3
明治ホールディン 
グス（株）

189

4
日本たばこ産業

（株）
165

5
サントリーホール
ディングス（株）

162

6
アサヒグループホー
ルディングス（株）

155

7
不二製油グループ
本社（株）

134

8
ハウス食品
グループ本社（株）

126

9
日清オイリオ
グループ（株）

117

10
（株）日清製粉 
グループ本社

116
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