
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）
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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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■ 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

味の素グループ サステナビリティデータブック 2018 環境 83

https://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/eco/life.html



