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


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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https://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/pdf/2018/SDB2018_P55-86.pdf#page=26


■ 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
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57%
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https://rspo.org/file/acop2017/submissions/ajinomoto%20co.%20inc.-ACOP2017.pdf


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。

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 93

https://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/pdf/2018/SDB2018_P55-86.pdf#page=12
https://www.agf.co.jp/csr/tokunoshima.html



