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編 集 方 針  

2001年度版に対して頂戴したご意見 

この「環境報告書」は、味の素グループの環境保全の考え方や実績について、分かりやすく、体系的にグルー
プ内外に公表することで、社会とのコミュニケーションを深め、事業の透明性、社会からの信頼性、さらにグ
ループ内の環境意識の向上を目指しています。 
2002年度版の報告書では、以下の編集方針をとっています。 

●対象読者は幅広いステイクホルダーの方 （々お客様、お取引先様、
事業所近隣の地域社会、株主、投資家、環境活動に携わる方々、NGO、
学生、グループ社員など）を想定しています。 

●グローバルなコミュニケーションを図るため、昨年度に続き、英語
版も発行します。（2002年12月下旬予定） 
●より多くの方々に味の素グループの環境保全活動についてご理解
いただくため、Web上でも本報告書の情報を掲載いたします。（2002
年12月中旬予定） 
●報告書全文のPDFファイル（日本語版、英語版）はWebから入手
できます。 
●報告内容は「環境省ガイドライン」、「GRIガイドライン」を参考にし、

掲載項目の網羅性を向上させました。また、掲載項目の体系的なペー
ジ編成に配慮しました。 
●持続可能性報告が求められつつあることに配慮し、「社会的活動」の
章を設け、「地域との関係」「お客様との関係」「従業員との関係」「社
会文化活動」「環境広報」に整理して、掲載内容を充実させました。 

●実績集計の網羅範囲を、昨年度の「味の素㈱を主体に一部国内外
グループ会社」から実質的な「国内外味の素グループ全体」に拡
大しました。 

●環境報告書の信頼性を高めるため「第三者検証」などの記載の要
求があることを認識していますが、体系的な情報収集がまだ不十
分と自己評価しており、実施しておりません。 
 

この報告書の対象範囲とする味の素グループとは、グループ

環境マネジメントの対象となる味の素㈱及び国内外連結子会

社を指します（→対象範囲リスト参照）。グループ環境マネジメ

ントの対象範囲は、連結会計制度上の味の素グループの範囲

（味の素㈱、連結子会社、持分法適用関係会社）とは異なりま

すが、その74％の会社数を含み、主要な事業活動を含みます

（昨年度報告書の範囲と一部異なります。主な変更点は、味の

素製油㈱と味の素ゼネラルフーヅ㈱が対象外となった点です）。 

環境負荷データなど実績集計の範囲は、味の素㈱全社及び国

内外連結子会社の主要な生産系・物流系事業所を対象として

います（昨年度報告書の範囲から拡大されました）。グループ

環境マネジメントの対象範囲外の関係会社などの記事も一

部含みます。 

2001年4月1日～2002年3月31日の2001年度を対象

範囲としましたが、この報告書を作成するまでに発生した

2002年度の重要な事象についても盛り込みました。 

1999年度の活動について報告した2000年版報告書以来、

毎年継続発行し、この2002年版で3回目となります。2003

年版の発行は、2003年秋を予定しています。 

【味の素㈱】  
単体（コーポレート、調味料・食品カンパニー、海外食品・アミノ酸カンパニー、
医薬カンパニー） 

【連結子会社】 
【コーポレート帰属連結子会社】 
㈱エースパッケージ、エースパック（タイ）㈱及び製造子会社1社、味の素エンジニアリ
ング㈱、味の素物流㈱及び物流子会社8社 他 

【調味料・食品カンパニー帰属連結子会社】 
クノール食品㈱及び子会社5社、味の素パッケージング㈱、味の素フローズンベーカリー
㈱及び製造子会社1社、デリカエース㈱及び製造子会社1社 他 

【海外食品・アミノ酸カンパニー帰属連結子会社】 
タイ味の素㈱及び子会社3社、マレーシア味の素㈱、シンガポール味の素㈱、インドネ
シア味の素㈱、アジネックスインターナショナル㈱、フィリピン味の素㈱、ベトナム味の
素㈲、蓮花味の素㈲、川化味の素㈲、味の素ユーロリジン㈱、味の素ビオイタリア㈱、
アメリカ味の素㈱、アメリカ味の素冷凍食品㈱、味の素ハートランド㈱、味の素インテル
アメリカーナ㈲、味の素ビオラティーナ㈲、ペルー味の素㈱、味の素蓮花アミノ酸㈲、上
海味の素アミノ酸㈲、味の素ユーロ・アスパルテーム㈱、オムニケム㈱、新日本コンマー
ス㈱、㈱味の素タカラコーポレーション、味の素ファインテクノ㈱ 他 

【医薬カンパニー帰属連結子会社】 
味の素ファルマ㈱ 他 

【冷凍食品分社】 
味の素冷凍食品㈱及び海外製造子会社3社 

差し込みアンケート、インターネットメールなど
を通じ、一般の方から若干数のご意見をいただ
きました。また、環境専門家や環境報告書評価
専門家、企業の環境担当者、グループ社員から
も個別にご意見が寄せられました。 
数が少ないため統計的な解析はできませんが、
注目すべきご意見の例をご紹介します。これら
のご意見は2002年度版を編集する上で参考
にさせていただきました。 

「評価する」 
・分かりやすい。味の素の事業と環境との深い 
  関係が理解できた。 
「改善を要す」　 
・海外のグループ企業の環境経営内容が知りたい。 
・実績の集計範囲が限られている。グループ全 
  体の集計が必要。 
・ネガティブ情報の記載がない。サイトごとの情 
  報が欲しい。 
 

対象範囲と対象期間 
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私たちは、“食”と“健康”、 
そして明日のよりよい生活に貢献します。 
良質な天然素材と自然の力をもとに開発・製造されている味の素KKの商品群。 
私たちは常に自然との共生を図りながら、新しい価値の創造に取り組み、 
明日のよりよい生活に貢献していくことを目指しています。 

味 の 素グル ープの 概要  

天然素材と自然の力を活かして 

各地域の暮らしや風土に応じて 

1909年に世界で初めてうま味調味料「味の素」
を発売して以来、味の素グループはその源とな
る「アミノ酸」を創り出す独自の製法を追究して
きました。さとうきびやとうもろこし、キャッサバ
などの天然の素材を、微生物の力で発酵させて
製品にする―――こうしたアミノ酸製法への知
見は、現在、調味料や加工食品、飼料、医薬品分
野などの幅広い事業に活かされています。良質
な天然素材と自然の力を事業活動の基盤とする
味の素グループにとって、地球環境との共生は
最も重要な経営課題の一つなのです。 

うま味の源となる「アミノ酸」製法を追究 

味の素グループは日本を含む22の国・地域に
拠点を置き、幅広い事業を展開しています。こ
うしたグローバルな事業活動を推進するうえで
重要な指針となっているのが「各地域の暮らし
や風土に応じた事業を進める」という考え方です。
現在も地域社会への貢献をテーマに、積極的な
現地スタッフ採用や人々の嗜好に合わせた新
商品の開発、周辺の自然環境や自然特性を踏ま
えた資源の有効活用などに取り組み、地域に根
ざした事業活動を推進しています。 

地域に根ざした商品開発や資源活用を推進 

食品事業 

アミノ酸 
事業 

医薬品 
事業 

調味料・加工食品／油脂／ 
冷凍食品／飲料・乳製品／ 
海外食品  

アミノ酸・飼料／ 
甘味料・化成品 

医薬品 

経済的な 
発展 

食文化の 
向上 

資源循環の 
実現 

雇用創出 
原料購入 

地域市民の 
嗜好に合った 
商品開発 

副生物の 
有効活用 
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会社概要 

業績の概要 
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売上高 

売上高構成比（事業別） 売上高構成比（地域別） 

営業利益・経常利益 当期純利益・ROE  
（%） 

一株当たり当期純利益 

当期純利益 

20022001200019991998

■ 食品事業　■ ファイン　■ その他 
 
 

20022001200019991998

商号 味の素株式会社 

本社所在地 〒104-8315 東京都中央区京橋一丁目15番1号 

TEL 03（5250）8111（代） 

FAX 03（5250）8314 

URL http://www.ajinomoto.co.jp/ 

創業年月日 1909年5月20日 

設立年月日 1925年12月17日 

資本金 79,863百万円（2002年3月31日現在） 

従業員数 3,789名(単体）/24,326名（連結） 
 （2002年3月31日現在） 

決算期 3月31日 

連 結  

単 体  

食品 

6,362 
67.4%

その他 

916 
9.7%

アメリカ地域 

565 
6.0%

ファイン 

2,157 
22.9%

ヨーロッパ 

823 
8.7%

アジア 

878 
9.3%

日本 

7,167 
76.0%

20022001200019991998

（億円） （億円） 

営業利益・経常利益 

20022001200019991998

20022001200019991998

 

（年度） （年度） 20022001200019991998 （年度） 

（年度） （年度） 

（年度） 

（億円） ■ 営業利益　■ 経常利益 

■ 営業利益　■ 経常利益 

（億円） ■ 当期純利益　●  ROE（億円） 

20022001200019991998 （年度） 

（円） 

売上高 
■ 食品事業　■ ファイン　■ その他 
 
 

（億円） （億円） （億円） 

特別損失の退職給付会計制度
変更時差額を、2000年度に一括
償却したことなどにより、当期純利
益、株主資本当期純利益率
（ROE）、一株当たり当期純利益
指標がマイナスとなっています。 

2002年度の数値は、全て予測値
です。 

注1： 
 
 
 
 
 

注2： 
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私たち味の素グループは2002年度から新しい3ヵ年計画をスタートさせてい

ます。この3カ年計画の実践を通じて、私たちは「世界の人々に信頼される、個

性ある企業」を目指し、真の世界企業として揺るぎない地位を確立したいと望

んでいます。 

世界の人々の信頼を得るためには、単にグループ全体の事業規模を拡大する

という経済的側面だけではなく、環境的側面や社会的側面においても、積極的

に企業としての責任を果たしていくことが必要だと考えています。 

近年、人間社会が環境に与える負荷は地球の浄化能力の限界をこえ、地球規模

のさまざまな環境問題を表面化させています。これらの問題は日常生活や通

常の事業活動を原因としており、法規制の強化だけでは解決できない難しさが

あります。こうした地球環境問題に対処し、経済発展と環境保全が両立する“持

続可能な社会”に変えていくためには、行政、企業、個人がそれぞれの立場で、

環境への負荷低減の取り組みを主体的に進めていかなければなりません。ま

た原因物質の排出を削減しても、改善効果が現れるまでに長い期間を要する

ことから、いち早く対策に取り組み、継続していくことが求められます。 

私たち味の素グループは、企業の責務として、安心と安全を消費者に保証する

製品づくりを進めるとともに、環境マネジメントシステムを構築し、事業活動に

よって生じる環境負荷の低減、天然資源の循環利用の向上などを中心とした環

境保全活動に継続的に取り組んでいます。 

一方、社会的側面では、食文化の研究や健康増進、教育の普及など幅広い分野

での社会貢献活動に加え、世界各地の地域社会で良き企業市民として貢献し

ていく取り組みを進めています。 

私たちの経済・環境・社会それぞれの側面での活動は、社会の理解と支持がなけ

ればなし得ないと考えています。そこで私たちの活動を広く知っていただくため

の情報開示に努め、社会との円滑なコミュニケーションをさらに推進していきます。 

この環境報告書が、私たちの活動について多くの人々にご理解いただく一助に

なることを願っています。また、今後一層内容の充実を図り、情報開示を進めて

いく意向です。そのためにも、ご助言、ご意見をお寄せいただければ幸いです。 

ごあいさつ  

2002年11月 

取締役社長 
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環境に対するグローバルな動向に関心を持ち、的確な対応に努めます。 1.
全地球的な国際規格や国際的な枠組みなどの国際標準と、世界各国における環境行政や規制を常に注視し、
それらに対して的確に対応するとともに、自主基準を定めて、計画的に対応していきます。 

味の素グループは、農畜水産物を主な原料にして、国際的なルールに従い、多くの国や地域でビジネスを展開して
います。気候、政治、文化、宗教、法律などが異なる地域の人々と一緒に考え、行動し、自然との共生を図り、それらの
環境を継続的によりよい方向に変えていくよう努めます。 

地球環境への負荷の低減に努めます。 2.
事業活動にともなう地球環境への影響（オゾン層の破壊、地球温暖化、酸性雨、海洋汚染、砂漠化、野生生物種
の減少など）を常に考慮し、すべての事業活動から生じる環境への負荷を低減していきます。 

資源を大切にすることを原点に、省資源・省エネルギーに努めます。 3.
主要製品の「味の素」やその他のアミノ酸の製造は資源・エネルギー多消費型の産業です。その製法の歴史
は省資源・省エネルギーへの取り組みの連続といっても過言ではありません。さらなる生産効率の向上や、副
生物の有効利用を重点に、日常のきめ細かな取り組みを含めて省資源・省エネルギーを進めていきます。 

資源の有効利用や環境の改善に役立つ、新技術、新システムの開発に努めます。 4.
廃棄物や副生物を有効利用するための技術開発はもちろんのこと、生産効率の向上や廃棄物などの発生抑
制など、商品の設計段階から廃棄段階までを意識して、環境負荷のより一層少ない生産技術やシステムの開
発に取り組みます。 

環境保全に関する教育、啓発と情報提供及び外部との連携に努めます。 5.
環境への取り組みの情報を開示、提供し、社会とのコミュニケーションのより一層の向上を図るとともに、グ
ループ内への情報発信と教育体系を整備し、一人ひとりの環境意識の向上に努めます。 

環境理念  

環 境 基 本 方 針  

味の素グループ理念 
私たちは地球的な視野にたち、“食”と“健康”、 
そして明日のよりよい生活に貢献します。 

味の素グループ環境基本方針 

私たちは、地球環境とグローバルな企業環境との調和を図り、 
継続的な環境改善に努め、よりよい社会の実現に貢献します。 

1997年11月制定 
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1.
2.

3.
4.

環境保全3ヵ年計画（1999～2001） 

法規制対応状況を見直すとともに、新規規制に計画的に対応。 

ISO14001または、それに相当する環境管理システムを構築し、 
確実に環境管理を実施。 

循環型社会を意識し、より一層の廃棄物の削減や省エネルギーを推進。 

社内外への環境に関する情報開示・提供のあり方を決めて、 
環境年報、環境報告書、環境広告を発行。 

1.
廃棄物処理法：環境監査などで実施状況を点検してい
ますが、一部で不備な点があり改善を図っています。 

容器包装リサイクル法：容器類使用量の把握システム
を構築して対応しています。 

ダイオキシン類対策特別措置法：排ガス、排水、焼却灰
を分析し、遵法を確認（味の素㈱3工場）しました。さら
に法規制よりも厳しい自主基準を設定して取り組んで
います。 

PRTR法：味の素㈱及び国内関係会社で対象物質を把
握しています。 

PCB廃棄物特別措置法：味の素㈱及び国内関係会社
の調査を行い、保有量を把握しました。 

● 

 

● 

 

● 

 

 

 

● 

 

● 

● 

 

 

 

 

● 

 

 

 

 

● 

● 

 
 
 
 
 
 

● 

● 

 

 

 

● 

 

● 

 

 

 

● 

4.
幅広いステイクホルダーを対象に2000年度から「味
の素グループ環境報告書」を年1回発行しています。
海外のステイクホルダー向けに、2001年度版からは、
英語版の報告書も作成しています。 

一般消費者、工場見学者向けのダイジェスト版「私たち
の環境活動」を2001年に発行しました。 

より多くの人々に読んでいただくことを意図して「環
境報告書」を味の素㈱のホームページにも掲載してい
ます。今後はWebの特性を活かしてタイムリーな新規
情報の掲載、詳細情報の開示を進める予定です。 

従業員向けのイントラネットでは、環境保全活動に必
要な情報を共有するために環境規程類、環境保全計画類、
環境関連法体系などを掲示しています。海外の従業員
向けに、重要なものから英語版も掲示を進めていますが、
まだ十分ではなく加速する必要があります。 

2001年度で国内外のグループ全体のゼロエミッショ
ン率、資源化率はそれぞれ95％、95％に達し、目標
（2005年までに同93％、90％）を既に上回って推
移しています。九州工場の海洋投入ゼロ化、ペルー工
場の製法転換による副生物の発生削減と、海洋投入量
の削減などが寄与しました。国内関係会社での改善に
まだ課題があります。 

味の素㈱3工場でエネルギー使用量の原単位を
1990年度比で24％削減し、目標（2001年度までに
20％削減）を上回りました。生産技術の向上、製品構成
の変化、地道な省エネ活動などによるものです。 

味の素㈱全3工場で認証取得を完了し、国内外の関係
会社9事業所で認証を取得しました。味の素グループ
のなかでも、社名に“味の素”とつく製造子会社などは、
2005年までに認証を取得することを決定しており、
認証取得は計画通り進捗しています。 

1999年6月から全事業所を対象にグループ環境監
査を開始しており、2001年度末までに国内延べ52事
業所、海外延べ29事業所で実施しました。国内は一巡し、
計画通りに進みましたが、海外では監査未実施の事業所
が残っています。 

グループ監査推進の中核となるEMS審査員フォーマ
ルトレーニングコース修了者は18名になりましたが、
監査の充実のためには増員が課題です。 

2.

3.

実績 

法規制対応状況を見直すとともに、新規規制に計画
的に対応 

ISO14001または、それに相当する環境管理システ
ムを構築し、確実に環境管理を実施 

社内外への環境に関する情報開示・提供のあり方を決
めて、環境年報、環境報告書、環境広告を発行 

循環型社会を意識し、より一層の廃棄物の削減や省エ
ネルギーを推進 
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新3ヵ年計画（2002～2004） 

1.

2.

3.

環境経営実現の為の仕組みの構築と運用の定着化を図る 

味の素㈱本社・支社とグループ各社のEMS構築と運用
の定着化を図る 
環境マネジメント基準を設定し、グループ全体で実践
する 
環境監査基準の明確化と環境監査の強化を図る 
環境教育の強化を図る 

環境保全の管理強化と環境負荷の改善を推進する 

法規制及び環境リスクを特定し、その管理強化を図る 
下記の環境負荷の改善を推進する 
・LCA＊視点も取り入れてCO2排出量の削減を図る 
・廃棄物処分量の半減化を図る 
「味の素グループ中長期環境課題」を着実に実践する 

環境視点からの企業ブランド力の向上を図る 

環境視点からの商品、技術などの差別化を推進する 
環境報告書などの情報公開、広報を強化する 
 

1.

2.

3.

環境経営実現の為の仕組みの構築と運用の定着化。 

環境保全の管理強化と環境負荷の改善。 

環境視点からの企業ブランド力の向上。 

執行理事　環境部長 

新3ヵ年（2002～2004年）で 
私たちが目指すもの 

新3ヵ年計画　重点課題 

平田 昌之 
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1

1

3

3

4

2

2

1
2

 

環境保全活動の段階を、法規制への対応をはじめとする「環

境対応」、環境負荷を自主的に削減していく「環境保全」、そ

して環境保全と経営との統合を図る「環境経営」の3段階に

分けるとすれば、味の素グループ全体の現状の位置付けは、

「環境対応」から「環境保全」の段階で、「環境経営」にはま

だ遠いと言わざるを得ません。そこで、新3ヵ年（2002～2004）

においては、グループ全体で、「完璧な環境対応の確保」と「環

境保全体制の確立」を図り、「環境経営の足掛かり」を得るこ

とを目指したいと考えています。 

「完璧な環境対応の確保」とは、海外も含め、グループ全体

で法規制の遵守、リスク管理の強化を徹底することです。国

内においては、循環型社会形成推進のための法体系が整備

され、土壌汚染対策法など新たな規制も導入されるなど、従

来以上の対応が求められており、海外においても、国内と同

様の対応が求められつつあります。これらの法規制への確実

な対応はもとより、自主基準も設定し、グループとして対応

を強化していきます。また、国内外の環境リスクを把握して、

その対応も的確に図っていく必要があります。 

「環境保全体制の確立」とは、地球環境負荷の低減活動を、

グループ全体で推進する体制を確立し、着実に実践されるよ

うにしていくことです。従来は、各事業所、各法人で自主的に

環境負荷低減に努めてきましたが、今後は、その自主性は活

かすものの、グループ全体で活動を統合し、環境保全への取

り組みを加速していきます。 

こうした考え方をもとに、新3ヵ年における重点課題を次の

ように定めました。環境経営の実現、そしてかけがえのない

地球を次代に残していくために、着実な取り組みを進めてま

いります。 

＊LCA： Life Cycle Assessment
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味の素グループでは、「味の素グループ環境基本方針」をもとに 
環境規程を策定し、それらを実現していくための基本ツールとして 
ISO14001に基づく環境マネジメントシステムの構築を進めています。 
また、推進にあたっては「PDCA」サイクルを機能させることによって、 
マネジメントシステムのレベルアップを図っています。 

Plan

Do

Check

味の素グループ 

経営会議、環境会議 

グループ環境監査 

「環境会議」を中心に、グループの目標や戦略を策定 

環境部 
（環境会議事務局） 

経営会議 

議長： 環境担当役員 
 （副社長 2001年7月より） 

メンバー： 各事業本部長、 
 各機能軸代表役員 
 （経営、生産、研究、営業） 

開催頻度： 原則年2回 

グループ環境監査チーム 

環境会議 

Act

環境マネジメントシステム 

味の素グループは、意思決定の

迅速化と責任の明確化を図り、

経営効率を高めていくために、

2002年度から社内カンパニー

制を導入しています。これにと

もない環境マネジメントの推進

体制も変更しています。新しい

推進体制では、環境会議のもと

に各カンパニーに統括環境管理

者が置かれ、事業ごとの環境活

動を推進しています。 

2002年度の取り組み状況 カンパニー制の導入にともない、環境会議の運営も刷新 

注 ●：統括環境管理者 
 ◎：環境管理者 

環境マネジメント 

推進体制 
部会活動 

商品部会 

生産部会 

物流部会 

オフィス部会 

資源廃棄物部会 

ライン組織活動 

味の素㈱ 
研究開発部門、 

生産部門、営業部門 

環境管理者 

環境管理者 

味の素㈱ 
本社部門、事業部門 

国内外製造子会社など 

環境保全活動  

〈コーポレート〉 
●環境部 
●総務部 
●経営・情報企画部 

●調味料・食品カンパニー 

●海外食品・アミノ酸カンパニー 

●医薬カンパニー 

●味の素冷凍食品㈱ 

●味の素物流㈱ 

◎連結子会社 
◎原則各単位組織 

◎連結子会社 
◎原則各単位組織 

◎連結子会社 
◎原則各単位組織 

◎連結子会社 
◎原則各単位組織 

◎各社・各事業所・工場など 

◎各社・各事業所など 

議長： 環境担当役員 
メンバー： 統括環境管理者 
事務局： 環境部 
開催： 2回／年以上 

環境会議 

経営会議 

環境規程に基づき、環境に関する意思決定最高機関である「環

境会議」を設置しています。この会議は各部門の最高責任者

で構成され、環境戦略や年度ごとの環境目標の設定を行って

います。環境会議での決定事項は、環境管理者を通じて各グルー

プ会社へ指示伝達され、環境活動が推進されます。また、各分

野に横断的にまたがるテーマについては、「部会」を設置して

取り組みました。2002年度、

カンパニー制を導入したこ

とにより、環境推進体制も

一新されています。（詳細は、

下記をご覧ください。） 

環境会議 
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6事業所が新たに認証を取得 

0
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20

70

80
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40

50

60

海外 国内 

味の素グループの認証取得計画 

2000年度までに、味の素㈱3工場を含む6事業所が、

ISO14001を取得していましたが、2001年度は、6事業所

が新たに認証を取得しました。今後も本社及び支社、研究所、

国内外のグループ製造子会社などへと拡大し、2005年まで

に約70の事業所での認証取得を目指しています。なかでも

味の素㈱本社における環境マネジメントシステムの構築は、グ

ループ全体の事業活動と環境活動とを統合させ、環境経営を

実現させるうえで重要だと考え、2002年度より取り組みを開

始、2003年度はじめの取得を目指しています。 

2002年度 

23

7

16

2003年度 

37

9

28

2004年度 

40

11

29

2005年度 

70

28

42

取得済 

12
6
6

事業所数（累計） 

味の素グループ全体の環境活動を統括し、グループ全体の環境活動のレ

ベルアップを図るため、2002年5月より、本社のISO14001認証取得

に向けて取り組みをスタートしました。本社の認証取得によって、オフィ

ス部門における環境活動を活性化することはもちろん、「公害防止」から

「環境保全」、そして「環境経営」へと活動のレベルアップを図り、企業価

値のより一層の向上を目指します。 

2002年度の取り組み状況 本社がISO14001認証の取得に向けて始動 

ISO14001認証取得状況 

ISO14001認証取得事業所及びグループ会社一覧（2002年8月末現在） 

1998年度 

1999年度 

2000年度 

2001年度 

2002年度 

事業所・グループ会社名 取得年月日 認証機関 

味の素㈱九州工場 

味の素㈱東海工場 
味の素冷凍食品㈱中部工場 

マレーシア・パッケージング・インダストリー㈱ 
  

ベトナム味の素㈲ 
味の素㈱川崎工場 

味の素ゼネラルフーヅ㈱　全社一括取得 
タイ味の素㈱パトムタニ工場 
味の素インテルアメリカーナ㈲リメイラ工場 
  

連雲港味の素如意食品㈲ 
連雲港味の素冷凍食品㈲ 
㈱エースパッケージ 

東海クノール食品㈱ 

1998. 7. 24 

1999. 11. 22 
2000. 2. 9 

2000. 9. 22 
  

2001. 3. 22 
2001. 3. 26 

2001. 7. 26 
2001. 9. 27 
2001. 12.28 
  

2002. 2. 13 
2002. 2. 13 
2002. 3. 25 

2002. 8. 2 

 

JQA： 日本品質保証機構 

SGS： Societe Generale de Surveillance 

JQA： 日本品質保証機構 

SIRIM QAS: Standards and Industrial Research Instituｔe of  
 Malaysia Qaurity Assurance System 

BVQI: Bureau Veritas Quality International 
JCQA: 日本化学キューエイ㈱ 

LRQA: Lloyd's Register Quality Assurance 

SGS UK: Societe Generale de Surveillance United Kingdom 
SGS ICS: Societe Generale de Surveillance International  
 Certification Service 

SGS Switzerland: Societe Generale de Surveillance Switzerland 

SGS Switzerland: Societe Generale de Surveillance Switzerland 

JCQA: 日本化学キューエイ㈱ 

JQA： 日本品質保証機構 

経営会議メンバー、単位組織長などが参加したキックオフ大会 



環境監査 
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味の素グループは、環境マネジメントの重要な柱として「環境監査」を位置づけ、 
「トリプル監査体制」のもとに環境基本方針及び目標の遂行状況を確認しています。 
監査体制は外部審査機関による「第三者審査」、 
本社環境部が主体となり味の素グループに対して行う「グループ環境監査」、 
事業所内で自ら行う「内部監査」から構成されています。 

環境基本方針 

グループ環境目標策定 

各事業所年度目標策定 

実行 

レビュー 

② 
グループ 
環境監査 

① 
第三者審査 

③ 
内部監査 

「環境規程」への対応状況 
（PDCAサイクルの実施状況把握） 
廃棄物に関する遵法の確認と管理状況の把握 
（契約、マニフェスト運用、量と種類の把握、目標設定など） 
遵法と新規規制への対応状況 
化学物質の管理状況 
周辺環境の確認 

1

3

4

5

2

監査重点項目 

47拠点を対象に延べ58人日をかけて実施 

グループ環境監査 

グループ環境監査実施実績 主な指摘項目 

工場、研究所など（味の素㈱） 

工場、製造関連事業所 
（国内グループ） 

部門（事業所など） 一部の拠点に対する指摘項目例（重要、特徴的なものを抜粋） 

環境管理と環境目標の遂行の有効性と効率性を高めるために、管理体制と責任
のさらなる明確化が必要 

廃棄物削減や省エネなど、より具体的数値目標を設定して取り組むことが必要 

廃棄物などの適正処分に関する管理実務をさらに確実にすることが必要 
（マニフェスト制度改正への確実な対応など） 

味の素グループの環境目標の反映が必要 

工場、製造関連事業所 
（海外グループ） 

味の素グループの環境管理情報（環境会議の方針など）を組織内に徹底できる
仕組みの構築が必要 

廃棄物の種類・量・性質などの管理を強化し、目標を設定してリサイクル、資源化
を推進することが必要 

営業、物流 
（味の素㈱、国内グループ） 

環境管理の体制と責任の強化、維持が必要 

廃棄物などの適正処分に関する管理実務をさらに確実にすることが必要 
（マニフェスト制度改正への確実な対応など） 

業務委託関係に関わる責任を明確にし再編成することが必要 
（保管業務、廃棄商品などの処分業務の契約など） 

廃棄物、特に廃棄商品の実態をより詳細に把握・解析し、削減への積極的な取り
組みが必要 

2001年度は、国内外のグループ会社・事業所などの47拠点

を対象に、延べ58人日＊をかけてグループ環境監査を実施し

ました。9月のテロ事件の影響で、海外グループ会社に対する

監査実施のスケジュールが若干変更されたものの、国内外と

もに概ね計画通り実施しました。 

その結果、一部の拠点において、改善が必要な事項が指摘さ

れました。なかでも、製造・工場部門に比べて環境活動の歴史

が浅い営業・物流部門については、特に改善の必要性が指摘

され、環境会議においても論議されました。なお、改善への取

り組みは各カンパニー・分社が責任を持って実施、管理し、次

回グループ環境監査などを通して継続的に監査していきます。 

＊人日とは、「その作業に一日仕事として換算すると何人分の手間になるか」の工数単位です。 

実施拠点数 
国内 海外 

実施年月 延べ人日 

2001年4月 

5月 

6月 

8月 

12月 

2002年2月 

0

11

4

6

2

10

3

0

0

0

0

11

6人日 

9人日 

10人日 

6人日 

4人日 

23人日 

環境マネジメント 環境保全活動  

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 
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1999年から開始したグループ環境監査は、国内事業所について

は2年に1回、海外事業所については3年に1回の頻度で実施し、

2001年度で国内外の対象事業所を概ね一巡しました。そこで、

2002年度からはカンパニー制の導入やグループガバナンスの強

化に合わせ、グループ環境監査の見直しを行い、運用を開始してい

ます。監査対象事業所などをその業務内容と環境影響の実態に即

して再定義するとともに、重点的に改善が期待される事業所など

に対しては、国内外とも監査実施の頻度を増加させています。 

今後の課題としては、グループ環境監査と関連コーポレートスタッ

フ部門が実施する各種のグループ監査（監査部業務監査、品質保

証監査など）との連携を図り、経営の有効性と効率性をさらに高め

ていくことが挙げられています。 

監査の実施頻度を増やすなどの制度見直しに着手 2002年度の取り組み状況 

予定通り実施し、改善項目を各事業所に指導 

内部監査及び第三者審査 

ISO14001認証に基づいて実施される内部監査は「ISO14001

認証を取得済み」、あるいは「取得準備中のグループ会社・事

業所など」を対象に、それぞれの認証機関の定めに従って、

ほぼ半年～1年に一度の頻度で実施されています。その結

果摘出された課題は各事業所に指導され、継続的改善に反

映されています。 

また、新たな認証取得時の認証審査のほか、認証取得後に所

定期間を経過したグループ会社・事業所などに対して

ISO14001認証機関による第三者審査（認証維持更新審査）

も実施されましたが、いずれも認証が更新されています。 

環境経営の中核を担う人材の育成を推進 

監査員の育成計画 

グループ環境監査をより有効に実施していくためには、環境マ

ネジメント推進の原動力となる質の高い監査員が必要となり

ます。そこで味の素グループでは、EMS審査員フォーマルトレー

ニングコースを修了した監査員の育成に取り組んでいます。

また、事業所内の監査を実施する内部監査員が今後の環境経

営実現の中核を担えるよう、味の素グループ共通の教材を作

成し、それらを活用した計画的な教育・訓練を予定しています。 

2001年度は、内部監査員が100名強増員され、予定を大幅

に上回る進捗となりました。 

味の素㈱川崎工場における内部監査 

内部監査員養成講座 

監査員の育成状況（味の素㈱及び国内関係会社） 

 EMS審査員フォーマル 
トレーニングコース修了者 

265 

37  
 

34 

819 

663  
 

556
 

7 

2,169 

6 

55

公害防止管理者 

エネルギー管理士 

廃棄物処理施設技術管理者 
特別管理産業廃棄物管理者 

特定化学物質等作業主任者 

有機溶剤作業主任者 

高圧ガス製造保安責任者 
高圧ガス冷凍保安責任者 

特定高圧ガス製造保安責任者 

危険物取扱者 

環境計量士 

作業環境測定士 

環境関連法定資格者数（味の素㈱工場・研究所・センター） 

資格の種類 資格者数 

内部監査員講習修了者 

2004年予定 

50名 

300名 

2002年7月現在 

18名 

235名 



環境マネジメント 環境保全活動  

味の素グループでは、工場・研究所の新設や増産、新規研究の開始などの際に、 
環境影響の評価を行うことを義務づけています。 
また、商品の開発時及び改訂時には、容器包装に関する環境アセスメントを実施しています。 

環境アセスメント 

新制度に基づきグループ全体で運用 

事業に関する環境アセスメント 

工場・研究所などの新設や増産、プロセス変更、新規研究の開

始などの際に、各事業所において環境影響評価を行うことを

義務づけています。なかでも、経営上の重要事項や大型投資

案件などについては、事業所ごとのアセスメントに加えて、味

の素㈱本社によるアセスメントも実施しています。 

生産・研究活動に関する環境影響評価・アセスメントの仕組み

は、「味の素㈱起案責任部門によるアセスメント実施の義務化」

を柱に2000年度に強化、再構築され、2001年度は、この新

制度に基づきグループ全体で運用されました。（※2000年

度に実施された仕組みの見直しについては、2001年版の環

境報告書P18で詳しくご説明しています） 

また、環境保全において特に重要な内容を含む14件につい

ては、味の素㈱起案責任部門によるアセスメントに加え、環境

部、専門委員からなる審査会で審議が行われ、その意見は案

件実施に反映されました。 
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グループの運用規定での環境影響評価の内容 実施実績 

増産、プロセス変更、 
開発・研究の開始 

＋ 
事業所ごとの環境影響評価アセスメント 

経営の重要事項、 
大型の投資 

味の素㈱本社（グループの経営） 
によるアセスメント 

事業所ごとの 
運用規定 

評価する環境影響項目 評価の視点 

遵法 ＋ 自主的・予防的先取り対応 

ローカル基準と世界基準 

技術・設備・システム ＋ 管理運用の
仕組み 

地域・ステイクホルダーとの関係 

商品・サービスのライフサイクルに
おける上下流関係者との関係 

プラスの環境側面 など 

典型的7公害 
大気汚染、水質汚染、騒音、振動、
臭気、土壌・地下水汚染、地盤沈下 

地球環境問題 
地球温暖化、オゾン層破壊、酸性雨、
海洋汚染 など 

化学物質 

廃棄物 

資源・副生物の有効利用 など 

29件（14件） 

味の素㈱起案責任部門による 
アセスメント実施件数 
（内、審査会実施件数） 

審査会での 
主な意見内容例 

リスク管理の強化 
法遵守に留まら
ない自主的、予防
的先取り対策の
推進など 

審査会で審議された 
主な案件内容事例 

海外グループ会社工
場新設、増産、資源有
効利用促進 
国内グループ会社工
場増産、プロセス変更 
味の素㈱国内工場新
技術導入 など 

注： 事業所レベルの環境影響評価・アセスメントは数多く行われていますが、この実績表では 
 コーポレートガバナンスの視点に焦点をあてました。 

2001年度に実施された環境アセスメント結果は、2001年10

月及び2002年3月に開催された環境会議で総括され、「運用自

体は定着しつつあるものの、仕組みのさらなる改善が必要」とい

う認識に至りました。そこで、2002年度からはカンパニー制の

導入やグループガバナンスの強化に合わせ、グループ経営として

のアセスメントへと見直しを行い、運用しています。 

 

環境会議でのレビューをもとに仕組みを改定 

対象業務領域の拡大 
●案件事例 

コーポレートガバナンスの強化 
●手続き内容 

生産・研究 
●工場建設、増産、プロセス変更 など 

【義務として】 
●起案責任部門による自己評価 

【オプションとして】 
●審査会（環境部、専門委員）による審議と 
意見付与（環境部合議先指定なし） 

2001年度の仕組み 改定内容 2002年度からの仕組み 

全事業活動 
●新事業企業化 
●固定資産・設備投資 
●棚卸資産の処分（汚染、廃棄物など） 
●販売政策・商品・包装の変更（資源、廃棄物など） 

【義務として】 
●起案責任部門による自己評価 

【義務として、環境に重大な影響を及ぼす場合】 
●環境部及び技術専門家による審議と意見付与 
●環境部による合議 

2002年度の取り組み状況 

グループの 
運用規定 

● 
 
 

● 
 
 

● 

● 

● 

●

●

● 
 

● 

● 
 

● 

● 
 
 
● 
 
● 

● 

● 
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2002年度中にエコインデックスを改定することを予定し、既に

評価項目にLCA（Life Cycle Assessment）の視点を入れて

アセスメントを実施する準備を開始しています。また、新規商品

の開発時や容器包装の改定時には、容器包装の選定初期の段階

に必ずアセスメントを実施するという、本来あるべき体制の強化

と徹底も図っていきます。 

LCAの視点を盛り込んだアセスメントの確立に着手 2002年度の取り組み状況 

容器包装エコインデックス 

実施実績 

評価ポイント 
家庭用商品 業務用商品 

評価項目 

「開発商品品質アセスメント」の一環として実施 

容器包装に関する環境アセスメント 

味の素ブランド商品の開発時及び既存商品の改定時に行う「開

発商品品質アセスメント」の一環として、「容器包装環境対応

アセスメント」を実施しています。評価項目は大きく、省資源、

リサイクル適性、廃棄適性、表示の4つに分類され、「容器包装

エコガイド」で定められた具体的な評価方法「容器包装エコイ

ンデックス」に基づくアセスメントを1991年より行っています。 

2001年度は、法律対応の識別マークや当社基準の材質表示

への対応のチェック徹底も併せて行いました。 

省資源 

リサイクル適性 

廃棄適性 

表示　他 

特別評価事項 

付加コメント 

廃棄包装材料量 

再生素材利用度 

リサイクルシステム適合性 

分別収集対応性 

燃焼熱量 

廃棄時減容度 

環境対応表示の有無 

改善努力差別化 

使用期間と 
詰め替え商品の有無 

多重包装度 

40 13

商品の中身重量あたりの、使用後に廃棄される包装材料の重量はどの位か。 

包装材料にどの程度リサイクル素材を利用しているか。 

既存、または今後構築されるリサイクルシステムに適合する素材を使用しているか。 

廃棄包装材料の排出にあたって、リサイクル可能な部分が容易に分離できる構造か。 

包装材料の単位重量あたりの燃焼熱量はどの位か。 

使用後、包装材料の廃棄にあたって収集しやすいように容積を小さくできるか。 

法に定められた表示義務以外に環境保護に有用な情報の提供・訴求がされているか。 

従来品・競合品と比べて環境対応面で改善され、優れているか。 

中身商品を過剰に包装していないか。中身を使用す
るにあたって開封作業回数はどの位か。 

商品の開封から、包装材料が捨てられるまで、どの位
の期間があるか。容器再利用のための詰め替え商品
が用意されているか。 

同左。 
但し、外装及び緩衝包装材料類も含む。 

評価ポイントには表れないが、環境保護に対する企業姿勢を訴求できるような努力がされているか。 
従来品・競合品に比べて改善ポイントは何か。 

評価ポイントが悪い項目について環境対応以外の包装機能との関連はどうか。 
今後の改善策はどうか。 

アセスメント件数 
家庭用商品 業務用商品 

アセスメント内容例 

【環境適応事例】 
材質の薄肉化、寸法の縮小による容器包装の減量化 
【改善依頼事例】 
識別マーク及び当社基準の材質表示に関しての記載漏れ：5件 

注：  味の素製油、味の素冷凍食品は、それぞれ自社内で行っているので件数には含まれていません。 

原材料 

製造工程 

中身製品 

表示 

＜チェック項目＞ 

容器包装エコインデックス 

容器包装環境対応 
アセスメント 

●省資源 
●リサイクル適性 
●廃棄適性 
●表示 

開発商品品質アセスメント 

包装材料 

環
境
対
応
項
目
と
し
て 



味の素グループのコア技術である「アミノ酸」の発酵生産技術開発は、 
「高品質」「低コスト」「安定供給」を追及するだけでなく、 
資源・環境改善の技術開発としても重要な役割を果たしています。 

技術開発 

味の素グループでは、新入社員研修、新任基幹職研修、海外赴任者研修などの際に、 
味の素グループの環境への取り組み全般、地球環境問題、企業の社会的責任、 
そして一個人としての関わり方など、環境に関する教育を必ず行っています。 
さらに、各工場では、環境リスクや労働安全に関する専門教育や、 
緊急時を想定した訓練を定期的に行うなど、専門の教育・訓練を行っています。 
またイントラネット上には、環境基本方針や規程・計画、環境会議資料をはじめ、法律情報などを掲載し、 
教育資料として利用できる仕組みを構築しています。 

社員教育 
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主な研究内容 

各地域の特性に応じた資源有効活用を目指して 
発酵工程からの副生物を有機質窒素肥料に加工して、発酵原

料であるさとうきびなどの畑に還元するという「資源循環リ

サイクル」の取り組みは、味の素グループの発酵工場が置か

れた世界各地域で広く行われており、20年以上の歴史を持っ

ています。 

現在、「アミノ酸」の発酵生産技術開発は、国内の研究・技術

開発部門に加え、海外の主要拠点5ヵ所（タイ、インドネシア、

アメリカ、ブラジル、フランス）に設置された海外技術センター

でも行われています。海外技術センターは各地域の特性（原

料事情、副生物有効活用など）を考慮した技術開発に取り組

んでおり、一部の開発研究では各国の各種研究機関と共同で

開発を行っています。ここから得られた技術成果は、世界の各

工場に積極的に導入されるとともに、一部の成果は日本熱帯

農学会などの関連学会、シンポジウムでも発表しています。 

液肥の肥料効果、環境影響評価（タイ） 
 

環境教育の実施例 

時間 対象 

新入社員 

新任基幹職 

海外赴任者（赴任前） 

海外法人の幹部 
ナショナルスタッフ 

内容など 実施時期 

4月 

8-9月 

6月 

年2回 

地球環境問題全般、企業の社会的責任、 
味の素㈱の環境マネジメントの導入教育 

環境マネジメントについて 

グループ環境マネジメント、 
リスクマネジメントに関し、 
ワークショップも含めた研修 

グループの経営理念、環境方針、 
グループ環境マネジメント、 
環境保全設備・技術についての実地研修 

1時間 

2時間 

3時間 

講義1時間＋ 
実地研修半日 

新入社員教育 

●バイオ技術による生産効率の高い微生物やプロセス開発の導入 
●プロセス固形副生物の固体肥料への加工技術、農業利用技術の開発 
●液肥（プロセス副生物から製造された副製品）の対象用途拡大研究、長期継続
評価（肥料効果、環境影響） 

環境マネジメント 環境保全活動  



味の素㈱は、1992年より環境コストの集計を行ってきましたが、 
環境経営を推進するうえで「環境会計」は重要なツールと考え、昨年、環境会計を導入しました。 
昨年度は、初年度版として味の素㈱3工場について集計しましたが、今年度は、味の素㈱単体に集計範囲を拡げました。 
今後は、国内、海外の関係会社に集計範囲を拡大していきます。 

環境会計 
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環境コストと効果は、環境省発行の「環境会計ガイドライン2002年版」
を参考にしてまとめました。但し、経済効果については、内部管理して
おり、測定可能な実質効果のみ集計しました。従って、推定計算による
「みなし効果」や「偶発的効果」は算出していません。 
(1)集計範囲：味の素㈱単体（本社、支社・支店、川崎事業所、東海事業所、 
 九州事業所、研究所・センター） 
(2)集計期間：2001年4月１日～2002年3月31日 

(3)集計の考え方 
 ①環境保全に関して、直接運転管理している部署及び総務、並びに技術支援し 
  ている部署の費用のみを集計対象としました。 
 ②投資は、環境目的に限定されるもののみ集計しました。 
 ③減価償却費は、財務会計上の金額としました。 
 ④グリーン購入については、総額を記入しました。 
 ⑤省エネによる費用削減効果については、削減相当額の実績を計上しました。 
 ⑥環境保全とは別に“その他”の項目を設け、廃棄商品額を記載しました。 

環境会計の基本方針 

環境保全コスト 

環境保全効果 

投資、研究開発費用 その他のコスト 

事業内エリアコスト 

上・下流コスト 

管理活動コスト 

R&Dコスト 

社会活動コスト 

環境損傷コスト 

分類 

項目 投資額 取り組み内容 費用額 

0

投資額 

207,652 

109,114 

30,271 

68,267

0

0

0

0

1,095

取り組み内容 

投資：工場の活性汚泥、焼却炉、省エネ設備 
費用：商品廃棄費用 

川崎、東海、九州での活性汚泥、焼却炉 

省エネ設備 

肥料化工事（九州） 

環境技術開発費用 

環境保全担当部門費用 

支社での製品廃棄物移動費用 

イベント、自然保護 

該当なし 

返品・破損などで廃棄した商品のフルコスト 廃棄商品のコスト 

項目 

生産・サービス活動により事業エリア内で生じ
る環境負荷を抑制するための環境保全コスト 

内訳１）： 公害防止コスト 

内訳2）： 地球環境保全コスト 

内訳3）： 資源循環コスト 

生産・サービス活動にともなって上流又は下流
で生じる環境負荷を制御するためのコスト 

環境損傷に対応するコスト 

社会的活動における環境保全コスト 

研究開発活動における環境保全コスト 

管理活動における環境保全コスト 

2,700,640

費用額 

3,912,229 

1,892,499 

0 

2,019,730

0

360,412

512,511

5,170

473,160

項目 内容など 金額 

12,386,802

21,042,901
当該期間の 
研究開発費の総額 

当該期間の投資額の総額 設備投資実績 

研究所、 
工場技術部対象 

2001年度実績 効果の内容 

（千円） 

（t） 

環境保全対策にともなう経済効果 

リサイクルによる収入額 248,397

288,757

0

省エネによる費用削減 

リサイクルによる廃棄物の削減 

金額 効果の内容 

（千円） 

（千円） （千円） 

投資総額 208,747　費用総額 5,263,482

エネルギー使用量 
（原油換算） 

CO2発生量（炭素換算） 

廃棄物：資源化量 
 ：社内処分量 
 ：社外処分量 

大気汚染防止：NOｘ発生量 
  ：SOｘ発生量 

蒸気回収量 

アンモニア水（19％）回収量 

137,000  

101,000  

115,084  
5,570  
7,458  

310  
1,415  

81,576  

319 

130,000  

100,000  

106,716  
5,455  
7,644  

362  
1,126  

71,728  

322 

ー7,000  

ー1,000  

ー8,368  
ー115  
186  

52  
ー289  

ー9,848  

3 

－5% 

－1% 

－7% 
－2% 
2% 

17% 
－20% 

－12% 

1%

2000年度実績 対前年増減量 増減率 
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活動実績 環境保全活動  

エネルギーと資源の利用 

集計範囲 
国内 ： 味の素㈱＊ 
 連結対象製造子会社など 
海外 ： 調味料・アミノ酸・医薬中間体などの 
 27工場 
＊Ｐ18～27において、『味の素㈱』とある場合は、 
味の素㈱国内3工場を指します。 

集計期間 
2001年4月1日～2002年3月31日の 
1年間 

IN PUT

味の素グループでは、環境負荷を効率的に削減していくために、 
事業活動全体を通じて発生する環境負荷の分析に努めています。 
「IN PUT」「OUT PUT」の両面から環境負荷の要因を把握し、環境負荷を計画的に削減していきます。 

環境負荷の分析 

200千t 
（原油換算）

 
 

470千t 
（原油換算） 

電力 
ガス 
重油 

エネルギー 

600千t 

 

2,090千t

主原料 
副原料 

容器包装材料 
原材料 

88,000千t 

 

114,000千t

上水 
工業用水 
冷却用河川水 
地下水 など 

水 
国内 

 

海外 

国内 

 

海外 

国内 

 

海外 

かつお資源の有効活用 
㈱かつお技術研究所 

調味料・アミノ酸の発酵生産の製造工程では、原料、装

置の殺菌や工程液の濃縮、結晶の分離・精製のために

蒸気が必要です。また冷却用水、洗浄水も必要です。

この結果、大量のエネルギー、水資源を利用しています。 

大量に使用する水・エネルギーの削減 大量に使用する水・エネルギーの削減 
課題 

「ほんだし®かつおだし」の主原料であるかつお節の製造で使用するかつお原

魚については、従来は概ね半分を可食部として使用し、頭・骨・内臓など残りの

半分を、飼肥料として利用してきました。この、飼肥料向けだった部位の有効

活用を目的に、1997年5月、かつお節製造大手の㈱柳屋本店との合弁で「か

つお技術研究所」を設立し、「かつおをまるごと食べよう」という理念のもと、

研究を重ねてきました。 

2002年秋、その成果が結実し、カルシウムを

含むかつおの中骨を活用した「カルシウム強

化ほんだし®かつおだし」、頭・内臓を発酵さ

せて作るかつお発酵調味料をかつおのうま

味成分として使用した「かつおまるごと使用

かつおだし」が、新製品として発売されました。 

事例 
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製品・副製品の産出 

環境負荷の排出 

OUT PUT

発酵工場では、副生物として母液（発酵液から主

目的生産物を取り出した残液）が大量に生じます

ので、この有効活用が重要な課題で多くの地道な

取り組みがなされてきました。現在では、母液は

有機質窒素肥料に加工されて販売されています。

海外では液肥が中心で、この結果、副製品の生産

量は主製品の2倍以上にもなっています。 

大気への二酸化炭素の排出は燃料の燃焼を中心

に国内外合計で約600千トン（炭素換算）あり、エ

ネルギーのさらなる効率的使用とクリーンエネル

ギー化が今後の課題です。 

製品 
国内 530千t 

海外 720千t
生産量 

副製品 
国内 15千t 

海外 1,490千t
生産量 

大気系 
国内 140千t 

海外 450千t

 CO2
 
 

（炭素換算） 

水質系 
国内 88,000千t 

海外 107,000千t
総排水量 

廃棄物 
など 

国内 150千t 

海外 90千t
発生量 

販売不能商品 
4,150t

食品廃棄物 
19,810ｔ 

スイートコーン残さの再資源化 
北海道クノール食品㈱ 

副生物の有効活用とエネルギーの効率使用 
課題 

食品 
リサイクル率 

80％ 

再生利用量 
 

19,180t

食品リサイクル 
対象 
 23,960ｔ 

コーンスープの主原料となるスイートコーンパウダーを生産している北海道クノー

ル食品㈱では、生産工程で発生するスイートコーンの残さを、以下の2つの方法で有

効活用し、再資源化しています。 

まず、コーンの収穫時、雌穂（鬼皮つきコーン）を刈り取った

後に残る茎や葉は、その畑にすき込み有機肥料（緑肥）とし

て還元されます。また、工場に入荷されたコーンが、皮むき、

選別、洗浄、脱粒、磨砕、加熱、微粉砕、乾燥などを経てコーン

パウダーに加工される工程で発生する皮や茎、脱粒後のコ

ブ（軸部）などの不要物は、工場外で粗砕処理後、二十数ヵ所

の指定牧場に搬送され、牧場で保管後、牛の飼料として利用

されています。なお、牧場への搬送前には、飼料として不向

きなほど過度に水分を含まないよう配慮しています。 

事例 
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味の素グループでは、事業活動にあたって発生する副生物及び廃棄物をできるだけ有効に活用するか、 
もしくは自社で処理することによって廃棄物の外部処理をゼロにすることを基本に、 
ゼロエミッション計画を作成しています。 
その実施にあたっては、「ゼロエミッション達成率」及び「資源化率」の数値目標を設定しています。 

主 な 報 告 事 項  

0
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75

（%） 

（%） 

（千t） 

（千t） （%） （千t） 

ゼロエミッション活動 

●味の素㈱の実績は、順調に推移しています。 
 
●国内関係会社については、まだ計画が徹底しておらず、
大きな改善は見られませんが、今後は取り組みをより一
層徹底し、改善に努めます。 

●今年度より、海外関係会社についてのデータを開示し
ました。海外では、工場の立地計画段階から、資源化を
考慮に入れているため、資源化率が高くなっています。
とりわけ本年度は、ペルー工場の製法転換による副生
物の発生量削減と、海洋投入量の削減（2002年度中
に廃止）により大幅に改善しました。 

ゼロエミッションに向けた取り組み 

味の素㈱ 

国内関係会社 海外関係会社（27工場＊） 

0

10

40

20
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0

25

100

50

75

0

500

2,000

1,000

1,500

0

25

100

50

75

ゼロエミッション達成率 

資源化率 

資源化量 

発生量 

外部処理量 

2000年度 2001年度 

94

85

96
96

1,982

1,674

122

1,645

1,578

68

1999年度 2000年度 2001年度 

66

66

67

66

76

74

32

21

11

38

25

12

38

28

9

1997年度 

171

65

59

101
61

1998年度 

72

65

161
104
45

1999年度 

91

82

138
113
12

2000年度 

94

90

128
115

7

2001年度 

93

89

120
107

8

目標 

～2005 

～2010

計画年度 ゼロミッション達成率 資源化率 

93％ 

99％ 

90％ 

95％ 

ゼロエミッション達成率、資源化率の考え方 

場内 

場外 

副生物 + 廃棄物 

廃棄物など 

事業所 
ゼロエミッション 
達成率（重量％） ＝ ×100

＋ 生産活動 

資源化 

資源化 

処分 

処分 

資源化 処分 
原料 製品 

資源化率（重量％） ＝ ×100
廃棄物など 

資源化 

廃棄物など 

＊調味料、アミノ酸、医薬中間体などの製造27工場 

活動実績 環境保全活動  
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従来、焼却及び埋め立て処理を行っていた廃棄包装フイルムを、㈱ト

クヤマのセメント工場の燃料に利用し、さらにその灰をセメントの添

加材として利用するサーマル・マテリアルリサイクルに切り替えました。

これにより、年間で100トン弱のフイル

ム類の有効利用を実現しました。また、

廃棄食用油をすべて石鹸の原料に利

用するなど、積極的に資源の有効利用

に取り組んでいます。 

味の素㈱川崎工場では、廃棄物のリサイクルまたは処分を行うまで

の間、廃棄物を分別・管理しています。保管場所には分別に迷いやす

いものの区分や、分別廃棄物に混じっていた「分別不良異物」の実物

を貼り付けたパネルが掲示され、正し

い分別が行われるよう注意を促してい

ます。また、分別解体に必要な工具も

用意されています。 

1事例 廃棄物の分別管理 
味の素㈱川崎工場 2事例 

廃棄物の発生と資源化の状況 

液体副生物 

汚泥 

廃油 

廃プラ 

容器類 

燃えがら 

動植物性残さ 

紙くず 

木くず 

繊維くず 

金属くず 

その他 

合計 

味の素㈱ 
発生量 資源化量 発生量 資源化量 発生量 資源化量 

国内関係会社 海外関係会社（27工場＊） 

（t） 

廃棄物処理の内訳 

総発生量1,803千t

資源化量 1,713千t

資源化量 1,713千t

処分量 
90千t

処分量 90千t

肥料化 89％ 

熱回収 2％ 

原料など 
9％ 

焼却 51％ 

海洋投入 
17％ 

埋立 
32％ 

30,535 

78,894 

3,339 

383 

308 

1,748 

1,605 

837 

310 

0 

1,288 

566 

119,813

28,171 

71,600 

3,099 

202 

304 

365 

740 

779 

80 

0 

1,182 

195 

106,717

292 

6,331 

1,581 

3,622 

614 

25 

18,898 

4,252 

124 

37 

581 

1,798 

38,155

36 

4,745 

1,195 

2,247 

597 

0 

16,362 

2,576 

8 

0 

528 

99 

28,393

1,322,482 

289,141 

1,357 

1,833 

250 

0 

353 

0 

0 

0 

0 

19,421 

1,644,837

1,316,748 

250,572 

1,357 

1,833 

250 

0 

353 

0 

0 

0 

0 

6,635 

1,577,748

サーマル・マテリアルリサイクル 
味の素パッケージング㈱関西事業本部 

廃棄物保管場所 

＊調味料、アミノ酸、医薬中間体などの製造27工場 

廃棄包装フイルム 
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味の素グループでは、調味料やアミノ酸の製造工程で多量のエネルギーを使用していることから、 
省エネルギーは重要な課題であると考えています。 
第一次オイルショック以降、大幅な改善に取り組んでおり、 
現在でも発酵技術の向上や改善による省エネ活動を推進しています。 
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1997年度 1998年度 1999年度 2001年度 2000年度 

（原単位指数） 

（原単位指数） （原単位指数） 

（千t） 

（千t） （千t） 

省エネルギーへの取り組み 

エネルギー使用量の推移（原油換算） 

味の素㈱ 

国内関係会社 海外関係会社(22工場＊） 
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●味の素㈱では、生産品目の整理を行うなかで、若干の改
善が図られました。 

●今年度より、国内・海外関係会社のデータを開示しました。 

●国内関係会社は、今年度より物流や倉庫におけるエネル
ギー使用量を加算したため、前年のデータも同様に修正

しました。原単位が若干増加しているので今後改善に
つなげていきます。 

●海外関係会社は、増産によりエネルギーの使用量が増
加しています。しかし、生産技術の向上などにより原単
位は改善しました。 

81 78

159 142 142 142 137 130

468435

101100 100
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77 78
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主 な 報 告 事 項  

高効率型蛍光灯の採用 

蒸気を工場内に供給するボイラーは、安定運転のためにシリカ濃度を

一定以下に保つ必要があり、定期的にブロー＊しています。しかし、ブロー

することによって熱効率が下がるため、ボ

イラー給水に含まれるシリカ量を減らす加

圧浮上設備を設置し、ブロー量を削減し、

熱効率を改善しました。 
 
＊ブロー：熱水の一部を排出し、新たに水を継ぎ足すこと 

味の素㈱川崎工場、東海工場、味の素冷凍食品㈱関東工場などでは、

老朽化更新、あるいは新設建物の照明に、高効率型蛍光灯（同じ明る

さを維持して消費電力を抑えられる）を採用し、電力使用の削減を図

りました。 

1事例 ボイラーの熱効率改善 2事例 

原単位＊指数 
（1990年原単位を 
100とした指数） 

原油換算使用量 

＊原単位： 生産金額当たりの 
 エネルギー使用量 

味の素㈱ 

原単位＊指数 
（2000年原単位を 
100とした指数） 

原油換算使用量 

＊原単位： 生産金額当たりの 
 エネルギー使用量 

国内関係会社 

原単位＊指数 
（2000年原単位を 
100とした指数） 

原油換算使用量 

＊原単位： 生産重量当たりの 
 エネルギー使用量 

海外関係会社 

＊調味料、アミノ酸製造の主要22工場 

加圧浮上設備 

活動実績 環境保全活動  
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（原単位指数） 

（原単位指数） （原単位指数） 

（千t） 

（千t） 

海外におけるエネルギー資源利用の状況 

海外関係会社(22工場＊） 

味の素㈱では、COP6（京都議定書）に沿って、2008年から2012年の平均排出量を、 
1990年比で6％削減することを当初の目標としていましたが、既に目標を達成したため、 
さらなる改善に向けて取り組んでいます。 
今後は、グローバル経営の進展にともなって増加するCO2の抑制に向けて、 
グループ全体の目標を設定し、取り組みを強化していきます。 

CO2発生量削減への取り組み 

CO2発生量の推移（炭素換算） 
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海外における調味料・アミノ酸生産におけるエネルギー資源の大

部分は、製造工程で使用される蒸気を得るために利用されます。今

年度は、増産などにより、燃料油・石炭・ガス・電力ともに使用量が増

加し、エネルギー消費量として昨年度比で8%増加しました。なか

でも、中国における増産によって、石炭エネルギーの消費量が

23%増加し、相対的に比率が増加しました。 

全般的な省エネを継続するとともに、中国におけるクリーンエネル

ギー化の推進に取り組むことが今後の課題です。 

●今年度より、算出方法を変更しました。（※昨年度までは、化
石燃料以外から発生するCO2量を含めていましたが、今年度からは化
石燃料から発生するCO2量のみのデータを開示しています。2000
年度以前の数値も新しい算出方法に基づいて修正したデータです） 

●中国での増産などの影響により、海外でのCO2発生量
は増加しました。 

燃料油 35%

燃料油 35% ガス 22% 電力 21% 石炭 20%

非化石燃料 2%

非化石燃料 2%

ガス 21% 電力 20% 石炭 22%

2000年度 

2001年度 

440千t

470千t

8%増加 

注1： 11,56Gcal/tを使用　注2： 集計範囲は調味料・アミノ酸製造の海外主要22工場 
注3： 昨年度と集計範囲が異なるため、2000年度データが昨年の報告と異なっています。 

主に欧州・ 
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102100

41 44 475

92

438

100

主 な 報 告 事 項  

118

100

105

77

106

79

104

79

101

77

100

79
原単位＊指数 
（1990年原単位を 
100とした指数） 

CO2発生量 

＊原単位： 生産金額当たりの 
 エネルギー使用量 

味の素㈱ 

原単位＊指数 
（2000年原単位を 
100とした指数） 

CO2発生量 

＊原単位： 生産金額当たりの 
 エネルギー使用量 

国内関係会社 

原単位＊指数 
（2000年原単位を 
100とした指数） 

CO2発生量 

＊原単位： 生産重量当たりの 
 エネルギー使用量 

海外関係会社 

＊調味料、アミノ酸製造の主要22工場 

原油換算 

原油換算 
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PRTR法の施行やダイオキシン、PCB無害化処理などの規制といった、 
環境保全に関する法規制はますます強化されています。 
味の素グループでは、これらの法規制への遵守に加えて、環境影響物質の管理も確実に行っています。 

味の素㈱では、国内3工場のうち、川崎・東海工場においてボ

イラーの燃料を天然ガスへ転換しており、九州工場のみがC重

油を使用して、SOxの過半を排出しています。その九州工場

においても重油中のS濃度を考慮した購買及び使用を行うこ

とで、SOxの排出を大幅に削減しました。 

なお、NOxについて、今年度より焼却炉からの発生分も含めて

算出したため、2000年度以前の掲載数値が、昨年度開示した

数値から変更になっています。  

環境リスクへの対応 

活動実績 環境保全活動  

大気の保全 

注： いずれのグラフも集計範囲は、味の素㈱のみ 

SOx排出量の推移（SO2換算） NOx排出量の推移（NO2換算） 

0

7,000

1,000

2,000

1980年度 1998年度 1997年度 1999年度 2000年度 2001年度 

（t） 

6,500 
（推定値） 

1,492

1,421 1,415
1,126

1,699

1980年度 1998年度 1997年度 1999年度 2000年度 2001年度 

300

200

100

0

500

400

460 
（推定値） 

 

354

407

352

310

362

（t） 

●九州工場において、重油中のS濃度を考慮した購買及び
使用を行うことで、SOxの排出を大幅に削減しました。 

●NOxについて、今年度から、焼却炉からの発生分を含め
た数値を掲載しました。（※2000年度以前の数値も、焼却炉か
らの発生分を含めたデータに修正しています） 

●今年度から、「土壌汚染の防止」に関する報告を盛り込
みました。 

●ダイオキシンについて、規制値はもちろん今年度自主
基準についても達成しました。 

主 な 報 告 事 項  
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排水負荷量の推移 

海外関係会社（27工場＊） 国内関連会社 

0

3

1

2

0

20

60

40

2000年度 2001年度 

（ppm） 

2 2

味の素グループでは、発酵・食品工場の特性として多量の洗

浄水などが排出されるため、大容量の活性汚泥処理設備で処

理した後に、河川などに放流しています。 

川崎工場及び九州工場では、BOD及び窒素、リン分を余剰汚

泥として固定し、肥料原料などとして販売しています。また、

東海工場では焼却炉で焼却しています。 

水質の保全 

規制値 

実績 

1998年度 1997年度 1999年度 2000年度 2001年度 

1998年度 1997年度 1999年度 2000年度 2001年度 

200

150

100

50

0

0 0

20

40

500

1,000

1,50060
（百万t） （t） 

（百万t） （t） （百万t） （t） 

（t） 

56

1,260

56

1,000

58

890

53

900

52

811

140

160
150

133

160

60

41
17

2721

味の素㈱ 

排水規制値及び実績（2001年度） 

39

14

1 0

20

10

0

1,000

2,000

2000年度 2001年度 

17＊＊ 17

957

1,141

104

1,200

BOD 全窒素 全リン BOD 全窒素 全リン BOD 全窒素 全リン 

全窒素 

BOD

全リン 

排水量 

平均 

最大 

平均 

最大 

50 

60 

5 

5

40 

80 

22.9 

35.8

3 

6 

0.25 

0.43

20 

25 

3.2 

7.0

60 

120 

9.2 

17.4

8 

16 

1.4 

2.2

60 

80 

2.9 

5.0

60 

120 

18.2 

37.7

8 

16 

0.4 

1.7

川崎工場 東海工場 九州工場 

 ＊ 調味料、アミノ酸、医薬中間体などの製造27工場 
＊＊ 昨年度報告書のデータに誤りがあり、訂正しました。 
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ダイオキシン規制値及び実績 

活動実績 環境保全活動  

土壌汚染への対応 

化学物質の管理 

ダイオキシン類特別措置法により、2002年12月から排出規

制をはじめ、焼却設備の構造基準や技術基準などが強化され

ます。味の素グループでは、これに対応するために、設備の改

造や運転技術の確立に努めるとともに、排ガス中のダイオキ

シン濃度の自主基準を定めており、既に達成しています。 

また、味の素㈱及び国内関係会社が保有する小型焼却炉（50kg/h

以上）は、1997年には27基ありましたが、現在は5基まで削

減しました。  

PCB含有の廃棄設備・部品を、味の素㈱で84個、国内関係会

社で68個保管しています。これらは、常時施錠されている専

用の保管室内で漏洩を防ぐ容器に入れて保管しています。

2001年7月に施行された「PCB特別措置法」に従った厳重

な管理と点検を徹底するとともに、保管状況を行政に届け出

ています。 

土壌汚染対策法の施行に備え、味の素グループの土壌汚染に

関する基本方針を次のとおり定めました。 

この方針に基づき、国内外の工場を中心に土壌調査を行い、問

題があれば、行政へ報告及び公表したうえで、的確な対策を講

じていきます。 

2002年2月から7月にかけて行った川崎地区2ヵ所の調査に

おいて、一部の土壌に環境基準を上回る汚染項目があり、地下

水には異常がないという結果を得ました。この結果について行

政に届け出るとともに、周辺住民の皆様及びメディアに向けて

説明を行いました。この土壌汚染による周辺住民の皆様や当

該地に関係する従業員の健康、また環境への影響はないもの

と判断しています。 

ダイオキシンの管理 PCBの管理 

単位 

規制値 

自主基準値 

川崎工場 

東海工場 

九州工場 

ng-TEQ/Nm3 

1＊ 

0.1 

0.045 

0.012 

0.066

大気（排ガス） 

ng-TEQ/g 

3 

ー 

0.38 

0.0063 

0.042

焼却灰（煤塵） 

pg-TEQ/L 

10 

ー 

0.77 

0.026 

0.006

水質（排水口出口） 

土壌汚染関連法規を遵守する。 
人の健康、周辺の環境に影響のないように土壌を管理する。 
当社のステイクホルダーへ土壌汚染について、必要な情報を
適切に開示する。 
新たな土壌汚染の発生を防止する。 

1

3

4

2

＊規制値は焼却能力によって異なります。（川崎工場：1、東海工場：10、九州工場：5） PCB保管容器 

土壌調査結果並びに対策については、Web上でより詳細な内容を掲載しています。 
　　　http://www.ajinomoto.co.jp/URL
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国内の味の素グループにおいて、取扱量1t／年以上の対象物質数は、化成品製造を中心に20物質あり、排出量と排出先は以下の

通りです。今後も、実態をより正確に把握し、削減に努めていきます。 

PRTR物質管理 

PRTR対象物質とその排出 

アクリロニトリル   

アセトニトリル 

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 

アンチモン及びその化合物（三酸化アンチモン） 

44'イソプロピリデンジフェノール（ビスフェノールA)    

44'イソプロピリデンジフェノール･ 
1クロロ23エポキシプロパン重縮合物 

エチルベンゼン    

キシレン 

コバルト及びその化合物 

ジクロロメタン 

ジメチルホルムアミド 

チオ尿素 

135トリメチルベンゼン 

トルエン 

m-フェニレジアミン 

フェノール 

フタル酸ビス（2エチルヘキシル） 

ホルムアルデヒド 

リン酸トリス 

対象物質 

7 

12 

24 

25 

29 

30  

40 

63 

100 

145 

172 

181 

224 

227 

264 

266 

272 

310 

353

政令 
番号 

507,000  

115,000  

2,000  

94,000  

5,000  

68,000   

1,000 

30,000 

1,000 

2,000 

334,000 

15,000 

1,000 

206,000 

25,000 

4,000 

2,000 

49,000 

40,000

2001年度 
取扱量 

0 

3,485 

0 

0 

0 

0   

1 

1,539 

0 

14 

40 

0 

15 

160,469 

0 

0 

0 

24 

0

大気 

0 

2,819 

0 

0 

0 

0   

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0

水域 

0 

0 

0 

0 

0 

0   

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0

土壌 

0 

6,304 

0 

0 

0 

0   

1 

1,539 

0 

15 

40 

0 

15 

160,471 

0 

0 

0 

24 

0

排出量合計 

2,562 

103,856 

0 

0 

93 

5,827   

0 

614 

865 

1,524 

317,687 

1,250 

86 

37,652 

0 

10 

0 

386 

0

移動量 
（場外持出） 

トルエン削減の取り組み 
㈱エースパッケージ 

軟包装材料の生産に使用されるインキ、接着剤には一般的にトルエン

などの揮発性溶剤が使用されています。㈱エースパッケージでは、トル

エンの大気への放出をできるだけ抑えるために、メーカーと連携し、ト

ルエン不使用のインキ・接着剤の開発に取り組むとともに、これに適合

した包装材料の製造方法の開発に取り組んできました。 

その結果、取り組みを開始した2001年2月から現在までに、トルエン

不使用のインキは90％以上に達しており、味の素㈱に供給している包

装材料としては、冷凍食品用全品、及び調味料用などの大半が、インキ・

接着剤ともにトルエン不使用の包装材料に切り替わっています。 

今後2～3年後をめどに、すべての包装材料について、トルエンを含ま

ないインキ・接着剤に変更するよう継続的な開発を進めていきます。 

事例 

印刷ライン 

（kg/年） 

（mg-TEQ/年） 

ダイオキシン類 179 418 18 9 0 27 390
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容器包装には、商品の品質保持や「商品の顔」として 
お客様の購買を動機づけるための情報発信といったさまざまな役割があります。 
こうした側面とともに重要なのが、環境への配慮という視点です。 
味の素ブランド商品は、①省資源、②リサイクル適性、 
③廃棄適性、④表示といった視点を柱とした、 
独自の「容器包装エコインデックス」（P15参照）に基づいて、 
評価及び改善が行われています。 

容器包装材のリサイクルに向けて、分別排出・収集・再商品化の仕組みが着実に浸透しつつあります。味の素グループでは、容器包

装の材質別重量に応じて算出される「再商品化委託費用」を負担することで、容器包装リサイクルに取り組んでいます。 

容器包装における取り組み 

活動実績 環境保全活動  

容器包装リサイクル法への対応 

●新規商品及び容器包装改訂をした商品における容器
包装材料の重量減量化率は、家庭用商品で16％、業務
用商品で33％でした。 

●利便性に優れることから、小分けの容器包装へのニー
ズが高く、それにともなって中身容量当たりの容器包
装重量は重くなる傾向にあります。お客様ニーズへの
対応と環境性の追求の両立が今後の課題です。 

主 な 報 告 事 項  

省資源 

廃棄適性 

表示 

リサイクル 
適性 

家庭用容器包装材重量 再商品化委託費用 

2001年度　2002年度 
味の素㈱ 

2001年度　2002年度 
味の素冷凍食品㈱ 

2001年度　2002年度 
味の素製油㈱ 

0

10

5

25

15

20

（千t） 

3.1 3.1

7.7
7.1

2000年度　2001年度 
味の素㈱ 

2000年度　2001年度 
味の素冷凍食品㈱ 

2000年度　2001年度 
味の素製油㈱ 

20.3

21.1

スチール 

アルミ 

ガラス（無色） 

ガラス（茶色） 

紙 

プラスチック 

PET（飲料用） 

0

50

200

100

150

171 170

63 65

79
76

（百万円） 

材質別再商品化委託単価（2002年度） 

ガラス（無色） 3.6円/kg 

ガラス（茶色） 7.8円/kg 

ガラス（その他の色） 9.1円/kg 

紙　 42円/kg 

プラスチック　 82円/kg 

PETボトル　 75.1円/kg
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エコボトルのつぶし方 

主な容器包装の改善事例 

エコボトル 

エコパウチ 

使用樹脂量20%削減 
（当社従来ボトル比） 

廃棄時の容積を1/2に 

廃棄時の容積を約1/10に 

キャップを開けて、 
下部リブ面をつぶす 

ボトルをつぶす キャップを閉じる 

省資源 

省資源 

廃棄適性 

省資源 

廃棄適性 

ごま油好きのごま油 

Cook Do®杏仁豆腐 他 

業務用「味の素」パッケージ完全分離型イージーオープン袋 

味の素KKコンソメ 

従来瓶比15%軽量化 

リサイクル 
適性 

リサイクル 
適性 

省資源 省資源 

省資源 従来品 改訂品 

内袋のパウチの縦の長さを 
5㎜縮小することで、プラスチッ
クの使用量を約1ｔ /年削減 

’01年「日本パッケージングコンテスト」 
日本商工会議所会頭賞受賞 

’99年「日本パッケージングコンテスト」 
通商産業大臣賞受賞 

4㎜ 96㎜ 

ピロー袋の幅を4㎜短くし、プラスチックの使用量
を約3t削減 

容器包装使用量を、1袋当たり8.2g削減し、 
6.6t/年削減 

紙袋と内袋が完全に分離するので、紙とポリエチ
レンの分離廃棄が容易 

1 32

ボトルタイプに比較して、プラ
スチック使用量を47％削減 

食用油初のスタンディングパウチ 

5㎜ 

使用後に分別しやすい 
「易分離キャップ」を使用 

「易分離キャップ」については、 
Ｐ36もご覧ください。 

上記の削減量は、同形態
の包材の「Cook Do®ゴー
ヤチャンプルー」「Cook 
Do®ライチプリン」につい
ても含めた削減量です。 
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味の素グループでは、「Environmentally Friendly Logistics」をスローガンに、 
物流業務における環境負荷低減に向けた取り組みを推進しています。 
1995年に、トラックによる製品輸送に加え、鉄道コンテナ輸送を本格的に導入。 
2000年度には、食品業界で初めて冷凍食品の幹線輸送にも鉄道コンテナ輸送を導入しました。 
こうしたモーダルシフトとともに、「大型トラックの増トン車化による輸送効率の向上」をはじめとする 
さまざまな施策を展開し、物流におけるコストダウンと環境負荷低減の両立を目指しています。 

物流における取り組み 

活動実績 環境保全活動  

●販売面で業務提携を結んでいる日本ケロッグ社商品の
幹線輸送にも鉄道コンテナ輸送を導入しました。 

●幹線輸送及び地場配送全体に占める鉄道コンテナ輸
送の比率は、味の素グループ全体で16.5％（輸送トン
キロ）にのぼり、年間約28,000(t-CO2)のCO2排出
削減に相当します。 

主 な 報 告 事 項  

これまでに行った主な取り組み 

鉄道コンテナ輸送 

「環境物流研究会」を定期的に開催 

味の素グループでは、2002年度に入り、調味料・食品カンパニー 

ロジスティクス戦略部が中心となり、物流部門でのさらなる環境負

荷低減を目指し、日本貨物鉄道㈱のご協力のもと、「環境物流研究会」

を定期的に開催しています。物流におけるあらゆる環境影響の抽

出や分析を行い、今後の物流面での環境負荷低減の取り組みにつ

いて検討しています。とりわけ、幹線輸送における鉄道コンテナ輸

送への転換はCO2削減効果が極めて著しいことから、今後も一層

拡大していく計画です。 

 

●大型トラックの増トン車化及び大型コンテナ（積載可能重量
13－14トン）導入による輸送効率の向上 

●他メーカーとの共同配送による効率化 
●工場基地隣接型配送センター導入による物流ネットワーク
の簡素化 

●輸入品国内輸送経路の短縮 
●プラスチックパレットの導入 

環境物流研究会 
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本社・支社などのオフィスでは、電力、ガスなどのエネルギー及び事務用品など、 
多くの資源を使用しています。これらの使用量の削減とともに、 
廃棄物資源化と事務用品などのグリーン購入を推進しています。 

オフィスでの取り組み 

●集計範囲を拡大しました。（※昨年度は本社のみでしたが、今年
度は主要5支社まで拡大しました） 

●本社ビル社員食堂での生ごみ発生量を、前年比25%削
減しました。 

主 な 報 告 事 項  

味の素㈱東海事業所では、文房具や

消耗品・備品などを購入する際の「買

入システム」において、グリーン購入

を積極的に推進しています。「エコ商品」

ボタンを設置して、買い入れ注文をす

る際にはエコ商品の購入を促すとと

もに、部署別エコ商品集計を行い啓発

活動も行っています。 

東海事業所グリーン購入システム 1事例 

省エネの推進 3事例 

生ごみの削減 

パーティーメニューで食べ残しの多いメニューを少なくするなど、メニュー

管理の工夫や生ごみの水切りの徹底をすることで、2年前の発生量の

約40％にまで削減しました。 

2事例 

資源・エネルギーの使用量 

電力（kwh） 

ガス（m3） 

灯油・重油（KL） 

水道（m3） 

ガソリン（KL） 

コピー用紙（kg） 

2000年度 

6,231,291 

199,027 

37 

36,144 

527 

71,955

2001年度 

5,752,135 

191,683 

35 

36,431 

431 

67,169

増減 

廃棄物の発生量（2001年度） 

廃油 

廃プラスチック 

容器類 

生ゴミ 

廃棄商品 

紙くず 

その他 

発生量 

合計 

1 

92 

16 

73 

103 

183 

35 

503

資源化量 

0 

0 

4 

0 

0 

135 

33 

172

資源化率 

0% 

0% 

25% 

0% 

0% 

73% 

94% 

34％ 

（t） 

買入システム入力画面 

水切りバット 

蛍光灯の本数を削減 

パソコンが一人に１台普及したことに

ともない、本社ビルの各フロアに設置

されていたOAコーナーを廃止して、

その天井にあった蛍光灯の数を約30

％減らすことにより、使用電力を削減

しました。 

ー479,156 

ー7,344 

ー2 

+278 

ー96 

ー4,786

0

20

40

60

80

生ゴミの発生量（本社ビル社員食堂） 

1999年度 2000年度 2001年度 

（t） 

74

37
28
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企業市民としての責任を果たし、各地域の課題を解決するために、 
国内外のさまざまなニーズに応える活動を行っています。 

地域との関係 

東海事業所（三重県四日市市）場内にある、都市部では数少な

い天然の湖沼約10，000m2の緑地帯を「野鳥の保護区」と

して整備しました。従業員のボランティアが中心となって、人

の姿を隠すための生垣や観察小屋などを設置しました。 

このエリアは「味の素 東海バード・サンクチュアリ」と名付け

られ、多い時には100羽を超える鵜（う）やサギ、カモなどが

越冬地、中継地として集まっています。また、チョウやトンボな

ど稀少種の昆虫の繁殖地となるなど豊かな生物相が形成さ

れています。今後は渡り鳥の飛来地としても機能するよう整

備を進めていく計画です。現在、この地域は従業員の立ち入

りも制限しており、原則として一般公開はしていませんが、工

場見学などの際に見学希望があった際には観察小屋へのご

案内なども行います。 

また、2002年4月27日には、東京大学大学院の樋口教授を

お招きし、記念講演会（演題「鳥・人・自然」）を行い、従業員や

行政関係者、学校関係、報道関係など、約100名の方々にお

集まりいただきました。 

各地域の支社・支店の広報担当による各種セミナーを開催し、

地域の方々からの好評をいただいています。 

セミナーの内容は、料理や食文化、栄養、健康など多岐にわた

り、それぞれ社内外の専門家による講習が行われます。 

参加対象は、地域特性によりに若干の違いがあるものの、大学・

高校の先生、栄養士、料理学校の先生などに分かれています。

現在は各対象別に年１回ずつ、全支社・支店合わせて年間約

30回のセミナーを開催し、参加者の年間合計数は二千数百

人にのぼります。 

毎年、東京都の公立学校の先生並びに神奈川の公立学校の

先生を対象とした民間企業研修を受け入れています。 

東京都の公立学校の先生を対象とする研修は参加者を2班

に分けて川崎工場で、神奈川県の公立学校の先生を対象とす

る研修は、川崎工場、中央研究所、本社などを回り、工場見学

や事業説明、講義、社員との討議などを行っていただきます。 

各種セミナーの開催（各支社・支店） 

「味の素 東海バード・サンクチュアリ」開設 

教職員の民間企業研修受け入れ 

セグロセキレイ 

東海バード・サンクチュアリ遠景 

「食のセミナー」 川崎工場での研修の様子 

樋口教授 

社会的活動  
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川崎工場：総務グループ　 
TEL. 044－222－1114 

東海工場：総務・人事グループ 
TEL. 0593－46－0111 

九州工場：総務グループ 
TEL. 0952－47－2211

工場見学お問い合わせ先 

味の素オープンファクトリー 

ホタルの鑑賞会 

工場見学 

味の素㈱九州工場 

味の素㈱ 東海工場 
2001年10月27日、地域住民との親睦を図る「味の素オープ

ンファクトリー」を開催し、近隣自治会の住民の方をご招待しま

した。当日は工場の体育館と中庭を開放し、プロマジシャンに

よるマジックショーや

豪華賞品が当たる抽

選会、味の素グループ

商品の即売会、「ほん

だし」工程の展示会な

どを行い、約400名の

来場者の皆様に楽し

んでいただきました。 

九州工場とまちづくりグループ夢ネット21の「ホタルを飛ばそ

う会」では、昨年から、工場内の飼育小屋でホタルの幼虫を育て、

人口の小川に放流していました。鑑賞会当日は、あいにくの雨

にもかかわらず、250人の方にご参加いただき、初めてホタル

を見た子どもたちからは「かわいい」という声があがり、喜んで

いただきました。 

親子で楽しむお料理体験と映画鑑賞 

味の素㈱川崎工場 
2002年3月29日（金）、30日（土）の2日間、味の素㈱川崎

工場では、周辺地域の親子約100名をお招きし、韓国のお料

理体験や映画鑑賞会など、多彩なプログラムを楽しんでいた

だきました。このイベントは、

長年にわたりお世話になっ

てきた地域の方々への感謝

の意を示すもので、参加して

くださった皆様からも好評を

いただいています。イベント

への参加費100円／人はユ

ニセフに寄付しました。 

味の素㈱、クノール食品㈱グループ、味の素冷凍食品㈱の各工

場では、一般消費者の皆様をはじめ、学生、販売店、ユーザーな

どを対象とした工場見学を実施しています。ビデオによる会社

紹介や製造工程紹介の後、包装工程を中心に実際の製造現場

を見学していただいています。また、味の素㈱の工場では「私

たちの環境活動」を配布し、当社の環境活動を紹介しています。

年間見学者数は全工場合計で一万数千人にのぼります。 

クノール「盆踊り大会」 

クノール食品㈱ 
2001年7月27日、クノール食品㈱による恒例の盆踊りを開

催しました。このイベントは例年、従業員やその家族だけでな

く、周辺地域の皆様をお招きして開催されるもので、今回で

25回目を迎えます。当日は、クノール食品㈱敷地内にある緑

のグランドに櫓を組み、その回りには浴衣を着て踊る人の輪

が広がりました。また今回は町内の子どもたちによる和太鼓

の実演などもあり、来場者の方々とともに楽しい夏の一夜を

過ごしました。 

キムチづくりの様子 中庭開放の様子 

和太鼓の演奏 

環境報告書ダイジェスト版 

ホタル鑑賞会の様子 
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ジョイセフ（JOICFP:家族計画国際協力財団）との共同支援で、バタ
ンガス州が運営するプロジェクト。「住民による自立」をキーワードに、
リプロダクティブ・ヘルス及び栄養状態の向上に取り組んでいます。 

現地NGOのLIKASがイロシ
ン自治区内で実施するプロジェ
クトで、チャイルドマインディ
ングセンターの建設や栄養改
善などを推進しています。 

フィリピンの科学技術省「食と栄養の研究機関（FNRI）」が実施して
いる栄養教育モデルの研究開発を支援しています。 

現地NGOのYKBがジャカル
タの小学校を中心に実施する
プロジェクト。健康ベースラ
インデータの収集などを行っ
ています。 

フィリピン 

インドネシア 

カンボジア 

ペルーの大学UPCHがペルーの高地・ジャングル地域及びリマ市内
で実施するプロジェクトで、現地食料品にビタミンAや鉄分を添加し、
栄養強化食品としての普及を進めています。 

現地NGOのPRISMAがカヤ
オ州で実施する慢性的栄養不
良児を対象にした栄養改善プ
ロジェクトで、家庭訪問による
健康情報の提供や母親対象
のグループセッションなどを行っ
ています。 

ペルー 

「インテグレーション・プロジェクト」（1999～2002） 

「栄養改善プロジェクト」（2000～2001） 

「栄養教育モデルの研究開発」（2000～2002） 
 

「小学校の栄養改善プログラム」（2000～2003） 

「家庭菜園の普及による栄養改善プログラム」 
（2000～2003） 

「微量栄養素強化食品による栄養改善プロジェクト」 
（2001～2004） 

「ミ・ペルー保健・栄養プロジェクト」（2001～2004） 
 

味の素グループは、世界各国の栄養改善に貢献すべく、「食・

栄養・保健分野における国際協力」に関する以下のプロジェ

クトを支援しています。 

食・栄養・保健分野に関する海外プロジェクト支援 

ナイジェリア 

ベルギー 

インドネシア 

フィリピン 

カンボジア 

タイ 

日本のNPOの「日本国際ボラ
ンティアセンターカンボジア」
が農村部住民を対象に実施し
ているプロジェクトで、家庭菜
園・果樹栽培のトレーニング
や野菜の種、果樹の苗木など
の配布を行っています。 

社会的活動  

小学校で栄養補助食を食べる子どもたち 

両親を対象にした栄養教育のセッション 

プロジェクト調印式 

挿し木・接木のトレーニング 



海外法人や現地財団による活動を通して、教育・社会福祉など

の社会活動を推進し地域社会との交流を進めています。 

教育・社会福祉に関する社会活動の推進 
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主に教育分野、社会福祉分
野を中心に支援しています。 

タイ 

主に教育分野を中心に支援
しています。 

インドネシア 

地元の医療機関へ医療機器、
搬送車などを寄贈しました。 

ブラジル 

ワットアン小学校に図書室棟・図書を寄贈しました。 

カンボジア 

中学校のサイエンス・クイズ
大会やイースター・パーティ
に協賛しました。 

ナイジェリア 

Oquendo小学校の新校舎
建設費用の寄付などをしま
した。 

ペルー 

「味の素社会貢献財団 
＜IAA＞」 

財団「YAYASAN AJI  
DHARMA BHAKTI」 

「タイ味の素財団」 

5～12歳の子どもたちに環境保護について学んでもらうために、地
方自治体が2年ごとに主催している「環境との出会いプロジェクト」
に協力し、1999年と2001年には、工場に地域児童を招きました。
子どもたちは水の循環について学んだり、工場内の廃水処理、生産
活動などを見学した後、廃水処理の基本原理に関する実験を行いま
した。この取り組みは教育者からも高く評価されています。 

環境教育支援 

ベルギー 
「環境との出会いプロジェクト」（オムニケム社） 

ペルー 

ブラジル 

手動ドリルで地下水までの深さを調べる 工場の沈殿槽見学 

小学校の新校舎完成セレモニー 

クイズ大会の賞品を受け取る学生 

寄贈された搬送車 

支援金の授与式 

Wat Sam Tum小学校の新校舎 

工場見学受け入れなど、自治体が行っている環境教育に協力

しています。 
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味の素グループでは、「つねに“お客様第一”を心がけ、 
安全で高品質な商品・サービスを提供する」ことを事業姿勢としています。 
お客様から寄せられるさまざまなご意見やご要望を積極的に企業活動に反映させています。 

お客様との関係 

お客様相談センターでは「迅速、正確、親切」をモットーに、お

客様からのさまざまなお問い合わせやご要望を承っています。

その数は、年間約6万件にものぼります。頂いたご意見、ご要望

は、一つ、一つを真摯に受け止め、担当事業部門と課題や改善

方法などを検討し、商品、サービスの開発、改善に反映していま

す。また、蓄積されたご意見、ご要望を解析し、生活者の「環境」

や、「安全・品質保証」などへの社会的要請を察知し、社内の取

り組みを啓発する部門として活動を行っています。 

“お客様の声”を反映する「お客様相談センター」 

2001年度のお問い合わせでは、BSEの影響もあり「安全性」が
26%と一番多く、さらに「賞味期間」(15%)「原料・製法」（14%）が
続き、この3項目で約半分を占めています。また、環境に関するお問
い合わせも419件（前年比147%）と大きく増加しており、お客様の
環境に対する関心の高まりがうかがえます。環境に関するお問い合わ
せでは、「容器包装リサイクル法」の施行にともない、分別の方法やリ
サイクルマークなど表示へのお問い合わせが寄せられています。 

2001年度に寄せられた“お客様の声” 

“お客様の声”から生まれた商品開発事例 

従来は、お客様が液体調味料あるいは食用油をお使いになった後、ガ
ラス瓶とプラスチックのキャップとの分離がしづらく、カッターあるい
はペンチなどの機材が必要となるために、お客様がけがをされる危
険性もありました。お客様からも「分別ゴミを出すとき、キャップをは
ずさないと持っていってくれません。どうしたらよいですか」という
ご意見をいただき、ご使用後に容易に分別できるキャップの開発に着
手しました。そして内容物の特性により「はずせる君」(液体調味料用)
と「易分離キャップ」(食用油用)の2種類が生まれました。 

「はずせる君」（液体調味料用） 「易分離キャップ」（食用油用） 

お客様相談センター 

安全性 26％ 

賞味期間 
15％ 

原料・製法 
14％ 

取扱店 
9％ 

使用方法 7％ 

品質・価格 6％ 

その他 
14％ 

栄養成分 3％ 

販売施策 3％ 

包装容器 2％ 

環境 1％ 

社会的活動  

使用後に簡単にはずせるキャップ マヨネーズキャップへの賞味期限の印字 

キャップ 

マヨネーズの賞味期限は、従来外袋のみにしか印字していなかったの
ですが、お客様より「外袋を捨ててしまうと、賞味期限が分からなくなっ
てしまう」といったご意見をいただき、2000年4月より、「味の素KKピュ
アセレクトマヨネーズ」について、容器本体のキャッ
プ天面にも賞味期限の印字を行っています。開発に
あたっては、より鮮明で読みやすい表示とすることに
加え、こすっても印字が消えにくいように、キャップ天
面に梨地加工（特許出願中）を施す工夫をしました。 
 
上記でご紹介した「易分離キャップ」と「マヨネーズキャップへの賞味
期限の印字」が、（社）日本包装技術協会主催による「2001日本パッケー
ジングコンテスト」（第23回）において、以下の賞をいただきました。 

表彰式の様子 

「易分離キャップ」 
日本商工会議所会頭賞 

「マヨネーズキャップ日付印字」 
食品包装部門賞 
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味の素グループは、雇用や社員研修を通じて従業員とのより良い関係づくりに取り組むとともに、 
一人ひとりが良き市民として自発的に社会活動を行えるようバックアップし、 
社会活動の輪が広がるよう支援しています。 

従業員との関係 

2002年7月1日現在、味の素㈱の総社員数は4,717名、うち

女性は1,010名（21.4％）で、女性基幹職（管理職）は22名

（全基幹職の1.7％）となっています。障害者の雇用に関しては、

2002年3月31日現在、障害者数91名、従業員及び直雇用パー

ト社員合計5,046名で、障害者雇用率は1.80％でしたが、

2002年7月1日現在、それぞれ87名、4,982名となり、障害

者雇用率は1.75％となっています。 

女性・障害者雇用の状況 

新入社員及び下記の階層に達した社員を対象に、人事部主催の

集合研修カリキュラムに人権研修を組み込み、実施しています。 

人権啓発研修 

●新入社員研修 ●通年採用者研修  
●昇格判定を要する級（2階級）への昇格者研修 
●新任課長研修 ●新任部長研修 
●TOP層研修 

以下のテーマから、それぞれのレベルにあわせた内容としています。 
このほか、セクシャルハラスメント相談窓口担当者研修やグループ企
業人権啓発委員対象研修、事業所・支社単位での独自研修も行って
います。 

●企業が人権研修に取り組む背景 ●人権に関する法・規約 
●日本の主な人権問題 ●同和問題 
●在日コリアンの人権問題 ●女性の人権問題 
●セクシャルハラスメント ●障害者の人権問題 
●外国人、老人、子どもなどの人権問題 

対象となる集合研修 

研修内容 

全世界に向けて「Global News」を発信 

「経営トップWebサイトC.E.Online」を開設 

「Global News」は、1999年1月に創刊した当社初の英文に

よる全世界共通の広報誌です。主に海外の現地法人のナショ

ナルスタッフを読者対象としており、味の素グループの経営方

針や事業活動について伝え、グローバルな企業グループとし

ての連帯感を強めることを目的としています。 

現在までに18号を発行しているこの冊子は、レギュラー号を

年4回、特別号を年1回発行し､海外に1,800部、国内に

1,200部を配布しています。 

レギュラー号 

グループ経営が進むなかで、味の素グループでは分社化やカ

ンパニー制導入などを進めています。それにともない、経営トッ

プの方針・戦略・考え方を味の素グループ内に発信する「経営

トップWebサイトC.E.Online」を2002年1月に開設しました。 

月に1～2回の頻度で、社長、副社長の社内外での発言や新聞

掲載記事、最近感じていることなどを掲載し、従業員は自由に

意見を投稿できるようにしています。また従業員が相互に意

見が交換できるような

仕組みも構築しました。

毎月8,000件程度のア

クセスがあり、グループ

従業員に着実に定着し

てきています。 

グローバルニュース特別号 

C.E.Online
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従業員が自発的に行う社会活動をバックアップするために、以下の支援活動を行っています。 

従業員の社会活動の支援 

ボランティア活動情報の提供 

ボランティア休暇制度 

社会活動に参加する社員を支援するためのボランティア休暇制度を
設け、社員の自発的な取り組みを支援しています。 
2001年度は、18名が休暇を取得し、植林などのボランティア活動
に参加しました。 

イントラネット上で、ボランティアに関するさ
まざまな情報を提供するとともに、伝言板ペー
ジを設けて、情報交換の場として活用してい
ます。また、（社）日本フィランソロピー協会が
開設している、視力障害、高齢、肢体不自由の
方など、活字メディアによる情報入手が困難な
方への情報サイト「声の花束」に従業員自ら
の声でボランティアに参加しています。 

味の素健康保険組合は、生活のなかに運動習慣を定着させる

ことを被保険者に意識づけることを目的に「ウォーキング調査」

を実施しました。 

今回の調査では、被保険者全員に歩数計を配布し、2001年

10月15日から11月16日の一カ月間、毎日の歩数を記録し

てもらい、終了後記録を提出することを依頼。その結果、被保

険者の69％にあたる3,335名の記録が回収されました。 

このデータは組織と個人の両面から解析され、個人データは

アドバイスとともに参加者一人ひとりにフィードバックしました。

多くの参加者から、「歩数計をつけることで積極的に歩くよう

になった」「調査終了後も歩数計をつけている」といった声が

寄せられています。2002年も同様の活動を行っています。 

ウォーキング調査 

「AJINOMOTO CITIZENSHIP WEEK」の実施 

創立記念日（6月17日）の前後
2週間（6/11～6/24）を従業
員が社会活動に参加することを
奨励するキャンペーン期間とし、
体験ボランティア、社会貢献活
動に関する講演会、チャリティー
企画など、国内各事業所、各地
域で実施しています。 

九州事業所が内閣総理大臣賞を受賞 

政府は、7月1日を「国民安全の日」と定め、この日を中心に

国民の安全に関する認識の向上、各種安全運動の連携強化

などを推進しています。 

味の素㈱九州事業所では、こうした動きに対応して労働安全

に関する安全水準の向上に取り組み、1987年3月7日から

無災害を15年間（120万人日）継続するとともに、全国調味

料製造業における無災害記録を更新中です。 

また、1978年には佐賀労働基準監督署から「優良賞」を贈

られたのをはじめ、1996年には「労働大臣進歩賞」、1999

年に「労働大臣優良賞」を受賞しています。 

これらの功績が評価され、2002年7月1日「国民安全の日」

には平成14年安全功労者「内閣総理大臣表彰」を受賞する

ことができました。この受賞を機に、今後も一層充実した労

働安全を目指していきたいと考えています。 

“良き企業人、良き市民”として、
長年ボランティアなど社会活動
に携わっている従業員を表彰す
るとともに、グループ内に紹介
しています。 

表彰制度「社会活動賞」の実施 

車椅子介助法実習の様子 

記念品と感謝の手紙 

記念のたて 

受賞式の様子 全社員に配布されるパンフレット 

社会的活動  

ボランティア情報画面 
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社会、そして地域との良好なパートナーシップの形成、及びより豊かな文化の創造を支援するため、 
さまざまなサービスや協賛活動などに積極的に取り組んでいます。 

社会文化活動 

味の素 食の文化センターの運営を通して、学際的なフォーラ

ムや講演会の開催やその記録の出版、食に関する図書・文献・

映像などを広く収集したライブラリーの一般公開、及び食文化

研究に対する助成などを行い、食文化研究への協力、食に関す

る幅広い情報提供に寄与しています。 

財団法人「味の素 食の文化センター」活動 

高齢者への配食サービス

を行っている「ミールズ・

オン・ホイールズ日本協

会（全国老人給食協力会）」

の活動を支援しています。 

高齢者向け配食サービス活動支援 

プレジデント社主催の環境フォト

コンテスト「写真が語るエコロジー」

に協賛しています。今年で協賛8

年目を迎えますが、今年度は「食

と健康」のテーマで募集し、たく

さんのご応募をいただきました。 

「環境フォト・コンテスト」への協賛 

地球環境平和財団が、国連環境計画（UNEP）との共催で実施

しているコンテストに協賛しています。次代を担う世界の子ど

もたちが、環境問題を自らの問題として考え、「美しい地球を

守ろう！」という思いを絵に託してアピールしました。今回のコ

ンテストには、51カ国から9,043点の絵画が出展されました。 

「国連子供環境ポスター原画コンテスト」協賛 

若い世代の人に食生活や生活環境、

家庭生活の大切さについて考える

機会を提供する目的で、全国高等

学校家庭クラブ連盟主催のホーム

プロジェクトコンクールに協賛して

います。今年度は、14,180名（478

校）の応募があり、「栄養バランス」

を考えた食生活や「生活環境」に

関するレポートが数多く寄せられ

ました。 

「FHJ-AJINOMOTO ホームプロジェクトコンクール」協賛 

高齢者向け配食サービスの様子 
（写真提供：ふきのとう） 

最優秀賞受賞作品　ルーマニア・13才 タイ・14才 

ライブラリー フィリピン マンゴージャムづくり体験 

http://www.shoku-tankentai.org/

国際理解教育情報センター（NPO）とのパートナーシップによ

り、国際理解教育プログラム「食の探検隊」を開催しています。

食文化の体験を通じて、世界のことに興味・関心を持っていた

だくためのさまざまなプログラムを展開しています。2001年

10月から2002年3月までの半年間で、3,178名の方々にご

参加いただきました。 

国際理解教育プログラム「食の探検隊」 

ポスター 

2002年「味の素賞」受賞作品 

「食の探検隊」はどなたでもご参加いただ
けます。お申し込みは上記アドレスより随
時受け付けております。 

URL
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味の素グループの環境に関するさまざまな活動を積極的に情報発信し、 
社内外のコミュニケーションをより一層深めるとともに、社員一人ひとりの環境意識の向上に努めています。 

環境広報 

環境コミュニケーション 

「環境改善通信」の発行 

味の素㈱本社ビル１Ｆで環境展示実施 

6月5日は国連で「世界環境デー」と定められています。日本

においても環境基本法によって「環境の日」と定め、その日を

中心とする6月の一カ月間を「環境月間」としています。これ

により毎年6月には、世界中で環境保全の重要性を啓発するた

めの各種行事が行われています。 

味の素グループも、この主旨に賛同し、川崎・東海・九州事業所

をはじめ、味の素冷凍食品㈱、味の素ファインテクノ㈱などの

グループ会社においても、環境にちなんだ活動を行っています。

2002年6月5日には、味の素㈱本社ビル１Ｆにて味の素㈱東

海事業所場内の野鳥の楽園「東海バード・サンクチュアリ」を

スライド紹介するとともに、味の素㈱が協賛している「国連子

供環境ポスター原画コンテスト」の原画ポスターの展示を7月

5日（金）まで実施しました。 

より多くの方々に、味の素グループの環境活動をお知らせする

ために、各種のパンフレットやホームページなどを通じて、積

極的な情報発信を行っています。また、報道関係の方々に向

けて、記者会見やプレスリリースなどを行っています。 

本社における環境活動の充実を目指して、オフィスの安全・衛

生、防災訓練や廃棄キャンペーンなどの情報を掲示し、社員一

人ひとりの意識の向上を図っています。 

環境報告書（和文・英文版） 
ダイジェスト版「私たちの環境活動」 
 

ホームページ 2002年12月新規オープン予定 

本社1Fロビーでの展示の様子 

環境改善通信 

社会的活動  
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ISO14001認証取得に関する詳細は、P11をご覧ください。 
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環 境 年 表  

●こんぶのうま味成分（グルタミン酸ソーダ）の発見 

●小麦グルテンからの抽出法による「味の素」の製造開始 

●「味の素」の一般発売開始 

●㈱鈴木商店設立（6月17日創立記念日）    

●川崎、羽田などの漁業協同組合員、鈴木商店味の素工場の汚水排除装置を求めて

多摩川を船でデモ行進 

●大豆たんぱくからの抽出法による「味の素」の製造開始 

●「油脂事業」に進出 

●水銀法電気分解による苛性ソーダの製造開始（川崎工場） 

●「味の素株式会社」に社名改称 

●配合肥料「エスサン肥料」認可 

 

 

●発酵法で「味の素」製造開始 

●「加工食品事業」に進出 

 

●「環境保全委員会」設置（中央研究所と川崎工場合同） 

●活性汚泥排水処理設備及び排煙脱硫設備完成（川崎工場） 

●「冷凍食品事業」に進出 

 

●「コーヒー事業」に進出 

●電気分解製法転換（水銀法→隔膜法）及び廃棄物焼却炉完成（川崎工場） 

●省エネプロジェクト「KEEP」発足 

●副生液から肥料の製造開始（九州工場） 

●「飲料事業」に進出 

●「乳製品事業」「医薬品事業」に進出 

●「甘味料事業」に進出   ●水質汚濁防止法違反で罰金（九州工場） 

●ボイラー燃料を重油からLNGに切替（川崎工場） 

 

 

 

 

●副社長をトップとする「環境問題懇話会」発足（本社） 

 

●容器包装エコインデックス制度導入 

 

 

●環境室発足（1994年環境部に改称） 

 

●通産省要請の環境ボランタリープラン提出   ●容器包装エコガイド発行 

●電気分解による苛性ソーダの製造中止（川崎工場） 

●環境基本方針、環境規程制定 

 

●味の素㈱で初のISO14001認証取得（九州工場） 

●発酵副生液の海洋投入国内完全停止   ●味の素グループの環境監査開始 

●「味の素グループ環境報告書2000」発行 

●国際生産推進センターに資源環境部を創設 

●国内関係会社で初のISO14001認証取得（味の素冷凍食品㈱中部工場） 

●海外関係会社で初のISO14001認証取得（マレーシア パッケージング インダストリー㈱） 

●大型投資案件に対する本社経営による環境アセスメント開始 

●味の素㈱の全製造事業所でISO14001認証取得完了 

●社内カンパニー制導入　●「環境会議」をカンパニー制に合わせて改編 

●土壌汚染を公表 

 

 

 

 

●多摩川の汚染が社会問題化 

 

 

 

 

●渡良瀬川沿岸に足尾鉱毒被害 

 

●熊本県「水俣奇病」社会問題化 

●工場排水規制法及び水質保全法制定 

●伊勢湾産の“臭い魚”問題 

●ばい煙排出規制法制定 

●公害対策基本法制定 

●公害関係14法律制定 

●環境庁発足 

●通産省、PCBの生産使用禁止を通達 

●ローマクラブが「成長の限界」発表   ●第1回国連人間環境会議開催 

●水俣病判決（原告勝訴） 

 

●六価クロムによる汚染が社会問題化   ●ロンドン・ダンピング条約発効 

 

●第1次総量削減基本方針策定 

 

 

●「オゾン層の保護のためのウィーン条約」採択 

●国連総会で「持続可能な発展」を決議 

●「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」採択 

●G7サミットで「持続可能な発展」に基づく方針の世界的、早期の採用を呼びかけ 

●「有害廃棄物の国境を越える移動、処理の規制に関するバーゼル条約」締結 

●水質汚濁防止法改正   ●第3次COD総量規制基本方針決定    

●経団連「地球環境憲章」発表 

●リサイクル促進法制定   ●国際商業会議所「産業界憲章」採択 

●地球環境サミット（ブラジル）開催、リオ宣言、アジェンダ21採択 

●通産省による「地球にやさしいボランタリープラン」策定要請 

●環境基本法制定（公害対策基本法廃止） 

●環境庁「環境にやさしい企業行動指針」作成 

●環境庁環境基本計画決定   ●土壌環境基準改正  ●気候変動枠組条約発効 

●容器包装リサイクル法制定   ●経団連環境自主行動計画発表 

●容器包装リサイクル法再資源化義務部分施行 

●気候変動枠組条約第3回締約国会議（COP3）「京都議定書」採択 

●地球温暖化対策法制定   ●家電リサイクル法制定 

●PRTR法制定   ●ダイオキシン特別措置法制定 

●容器包装リサイクル法完全施行 

●循環型社会形成推進基本法制定    

●食品リサイクル法制定 

●COP6 合意に至らず中断 

●COP6 会合再開。京都議定書実施ルール合意 

 

●日本、中国が京都議定書を批准 

●ヨハネスブルクサミット（持続可能な開発に関する世界首脳会議）開催 

味の素㈱、味の素グループ 社会一般 年 号 

1908

1909

1917

1932

1934
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1938

1946
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1956

1958

1960
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1979

1980

1982

1985

1987

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002
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環境会計 
企業などが、持続可能な発展を目指して、社会との良好な関係を

保ちつつ、環境保全への取り組みを効率的かつ効果的に推進し

ていくことを目的として、事業活動における環境保全のためのコ

ストとその活動により得られた効果を、可能な限り定量的に把握・

測定し、分析し、公表するための仕組み。 

 

環境省の環境報告書ガイドライン 
環境省発行の報告書作成のためのガイドライン。掲載すること

が望ましい項目の列挙や作成手順が例示されており、報告書記

載事項の共通化に大きな役割を果たしている。 

 

グリーン購入 
商品やサービスを購入する際に、価格や品質だけでなく、環境に

与える負荷のより小さいものを優先的に購入すること。2001

年4月には、グリーン購入法が施行され、国や地方自治体は可能

な限り環境負荷の少ない製品を購入することが義務付けられた。

一般の事業者や国民についてもできる限りこれに沿うように要

請している。 

 

再商品化委託費 
「容器包装リサイクル法」における用語。再商品化（リサイクル）

とは、家庭用商品の使用後に廃棄されるプラスチックや紙などの

容器包装を自治体などで分別収集し、資源としてリサイクルする

こと。製造メーカーなどは、国で定める算出式でそれぞれの再商

品化の負担量を求め、再商品化の義務を負う。再商品化業務を

指定法人に委託する場合の費用を再商品化委託費という。 

 

持続可能な開発 
「環境と開発に関する世界委員会」が、1987年国連に提出した

報告書「我ら共有の未来」で提唱した考え方。環境を損なうこと

なく開発を進めることが持続的な発展につながるという認識を

示す言葉として、環境問題の重要なキーワードになっている。 

 

ゼロエミッション 
事業活動で発生した廃棄物などの有効利用など（資源化）を推

進し、社外に委託処分する量をゼロ化する活動。 

 

ダイオキシン類 
1999年7月に公布されたダイオキシン類特別法において定義

されている有機塩素化合物。コプラナ－ポリ塩化ビフェニール（コ

プラナーPCB）などが良く知られている。ダイオキシン類は、さ

まざまな焼却に際して非意図的に発生し、強い急性毒性、発癌性

や催奇形性を呈する。 

 

地球温暖化 
二酸化炭素やメタンなどの“温室効果ガス”が大気中で増加する

ことによって、地球の温室効果が強められ、地球の平均気温が上

昇すること。歴史的には、産業革命以降、人類の工業生産活動な

どで急速に増加している。 

 

特定フロンと代替フロン 
フロンはカークーラーなどに広く使用されていたが、太陽光線

の紫外線と反応し、地球に降り注ぐ有害紫外線を吸収するオゾン

層を破壊するものがある。このうち、破壊力の強いフロン5種が

特定フロンに指定され、製造や使用が規制されている。現在は、

比較的環境への影響の少ないフロン類を代替フロンとし、転換

が進められているが、これも同様に規制されている。 

 

土壌汚染対策法 
2002年5月29日に公布された土壌汚染状況の把握とその汚

染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策

を実施することを内容とする法律。特定有害物質を使用する特

定施設の廃止時に、その土地の所有者に土壌汚染状況の調査を

義務付けている。都道府県知事は、汚染による健康被害が生ず

る恐れがあるときは土地所有者に汚染の除去の措置を命ずるこ

とができる。 

 

マニフェスト 
産業廃棄物管理票。産業廃棄物排出事業者は、法定の伝票に種類、

数量、取扱注意事項などを記入する。排出→収集→中間処理→

最終処分と移動するごとに管理状況などを記載し、排出事業者

は最終処分報告を回収して適正処分を確認する。 

 

GRIの「持続可能性報告」のガイドライン 
国連環境計画や各国の環境団体、機関投資家、会計士協会、企業

などからなる国際的なNGO（非政府組織）であるGRI（Global 

Reporting Initiative）が策定しているガイドライン。環境面に

加えて、社会面と経済面の報告も統合した「持続可能性報告書（サ

ステナビリティレポート」の作成を求めている。 

 

ISO14001 
ISOは国際標準化機構（International Organization for 

Standardization）の略。ISO14001は、1996年に発効され

た環境マネジメントシステムの国際規格。経営は目標を定め、

Plan→Do→Check→Act→Plan…を継続的に実施して改善を

図り、向上を目指すシステム。 

 

PRTR法 
Pollutant Release and Transfer Register の略称。環境汚

染物質排出・移動登録と訳される。工場などの事業者は、国が定

めたダイオキシンを含む有害性のある400近い化学物質につ

いて、環境（大気や水域、廃棄物など）への移動量を調査し、都道

府県を経由して国に届け出る義務があり、国はそれを集計・公表

することになっている。 

 

PCB 
ポリ塩化ビフェニールの略。非常に安定な物質で分解・消滅が極

めて遅く、毒性も極めて強い。絶縁油などに多く使用されていた

有機塩素化合物で、1972年に製造中止になった。その後有効

な処分方法がなかったため、各社で保管管理していたが、2001

年4月にPCB特別措置法が制定され、今後計画的に処理される

ことが決定した。 

用 語 説 明  
（50音順、アルファベット順） 
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編 集 後 記  

環境報告書の発行も、今年で3回目となりました。 

年々掲載事項を増やし、また実績の集計範囲を拡大してきました。 

今回も実に多くの人たちの協力によって 

発行にこぎつけることができました。 

ただ残念ながら、今回も発行が11月中旬となってしまいました。 

次回は発行時期を早めるよう努力し、 

また、内容を一層充実させたいと思っております。 

 

ところで、「環境」について考えるにあたって、 

とある環境セミナーでこんな話を聞きました。 

私たちの生活を人の手の中にある卵に例えていました。 

「卵の黄身（＝経済）、卵の白身（＝社会）、卵の殻（＝環境）、 

その卵を持っているのが人である」と。 

経済を支えているのは健全な社会だということ。 

経済も社会も環境によって守られているということ。 

そしてその卵は人の手に委ねられているということ。 

健全な社会や経済の発展には 

環境を守ることが必要不可欠なことなのです。 

その事を謙虚に受け止め、 

これからの環境活動により一層取り組んでいく所存です。 

皆様の忌憚のないご意見をぜひお聞かせください。 



味の素グループの環境活動並びにこの報告書に関する 

お問い合わせ先 

〒104-8315 東京都中央区京橋一丁目15番1号 

味の素株式会社 環境部 
Tel. 03（5250）8169  Fax. 03（5250）8318 

http://www.ajinomoto.co.jp/

この環境報告書は、環境に配慮し、さとうきびの繊維（バガス）より作られた紙、並びに大豆インクを使用しています。 
また、印刷工程で有害廃液を出さない水なし印刷方式で印刷しています。 2002年11月発行 
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