
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

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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https://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/env/index.html
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/pdf/2018/LRQA_2018.pdf



