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商品をつくる、料理をする、食べる。世界中の人々 の「食」が変われば、きっと世界は変わるはずです。
ただおいしいだけでなく、栄養バランスがすぐれているだけでもなく、人も地球も健康にする―。
味の素グループは、そんな、新しい「食の未来」を創っていきます。

『Good eating = Green eating』
人と地球を健康にする、
新しい食の未来を実現する

特集 1

2050年、90億人の未来へ―
「食」を通じて、人と地球の課題を解決する

　世界的な人口増加や地球環境問題等を背景に、人と地球のサス

テナビリティが脅かされています。地球上の人口は現在およそ70億

人ですが、2050年には90億人に達すると予測※1 されており、とりわ

け、食の持続可能性は世界共通で取り組むべき課題となっています。

　味の素グループでは、創業以来、原料をムダなく活かし切るとと

もに、資源を循環させ、地域の恵みを育む仕組みを事業に組み込み、

持続的に製品をお届けするビジネスモデルを確立してきました。

　2050年、90億人の未来に向けて、私たちは、より地球持続性に配

※2 IPCC 「第4次評価報告書 第1作業部会報告書」　※3 OECD-FAO「Agricultural Outlook 2009-2018」　※4 OECD-FAO「Agricultural Outlook 2010-2019」　※5 WHO「Fact Sheet No. 311」

※1 国連「World Population Prospects: The 2010 Revision」

慮した原料調達や製造工程の革新を進めるとともに、栄養不足・栄

養過剰などの課題にも向き合い、世界中の人々のいのちを支える製

品を永続的に提供し、サステナブルな食の在り方を世界中の方 と々と

もに考えていきます。

　世界中の人々の「食」が変われば、世界は変わる。90億人の笑顔

が並ぶ食卓が、地球と社会のサステナビリティを実現すると考えてい

ます。

人と地球のサステナビリティを脅かす課題

+4.0℃90億人

70億人

+70%

現在

2050年

世界の
栄養不足
の人口

世界の
栄養過剰
の人口

化石エネルギーを重視し、これ
までの経済成長を続けた場合
の、約100年間の世界の平均
気温上昇※2

2005年基準で、2050年
には食料需要が70％増
になる

※2 ※3

※4

※5

人口増 食料需要地球温暖化 栄養の摂取

Data

10億人

15億人
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商品をつくる、料理をする、食べる。
70億人の「食」を変えれば、きっと世界は変わるはず。

自然の資源をいただくだけの「食」から、 自然にきちんとお返しをし、
さらなる恵みにつながる「食」へ。

「うま味」の発見を起点に創業して以来、
103年にわたって蓄積してきた、いのちに深くかかわる「食」やアミノ酸に関する
知見や技術を通じて、人と地球のいのちが支え合うサイクルを生み出し、
地球持続性・食資源の確保・健康な生活の実現に貢献する。 

これが、味の素グループの取り組むグリーンエコノミーです。

特集1 『Good eating = Green eating』人と地球を健康にする、新しい食の未来を実現する

　2012年6月、ブラジルのリオデジャネイロにて「国連持続可能な開

発会議」（以下リオ＋20）※6 が開催されました。これに合わせて世界

中からおよそ5万人の人々が集まり、今後の世界経済や社会、環境を

テーマに、持続的な発展について議論しました。

　味の素グループは、併設されたジャパンパビリオンに出展し、日

本発の食のグローバルカンパニーとして、“Good eating = Green 

eating”をスローガンに、新しい「食の未来」を築くための提言を行

いました。「自然資源を守り、育む」「資源を活かし切り、循環させる」

「低炭素社会の実現」「健康でサステナブルなライフスタイルの提

案」の4つのテーマで、私たちがこれまで実践してきた事業活動と考

え方をお伝えし、世界各国の政府関係者をはじめ、環境・社会関連

の有識者、NPO・NGOなど、様 な々ステークホルダーと食の未来に

ついて話し合いました。私たちの取り組みには高い期待をお寄せい

ただき、事業を通じたサステナブルな「食の未来」への貢献に向けて、

決意を新たにしました。

※6 国連持続可能な開発会議（United Nations Conference on Sustainable Development）：世界首
脳レベルが参加し、持続可能な開発に向けた経済、社会、環境の在り方を議論する会議。1992年以来、
10年ごとに開催され、3度目となる今回は、6月20日～22日、ブラジルのリオデジャネイロにおいて、持続可
能な開発および貧困撲滅の文脈におけるグリーン経済、持続可能な開発のための制度的枠組みをテー
マに議論が行われた。

国連持続可能な開発会議

■ 世界からリオへ、リオから世界へ―
■ 「リオ＋20」で食の未来を築く取り組みを宣言

味の素（株）  代表取締役 副社長執行役員　國本裕

リオ＋20に参加して

リオ＋20では、「グリーン経済」構築への世界的な決意が表明されまし
たが、まさに“サステナブル・ディベロップメント”こそ、今後の企業の進
むべき道です。
「世界中の人々の食を変えれば、世界を変えられる」とい
う意気込みで、3万人のグループ従業員はもとより、世
界の皆さんとともに、新しい食の未来の実現に向け
て取り組んでいきたいと考えています。
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　「うま味」成分であるグルタミン酸は、昆布やトマトにも豊富に含ま

れていますが、こうした原料から調味料として使えるように大量に抽出

しようとすると、資源はすぐに枯渇してしまいます。そこで私たちは創

業以来103年にわたり、常に資源効率の高いアミノ酸の製造工程を追

求してきました。

　現在、世界9カ国に広がる味の素グループのアミノ酸工場では、立

地する地域ごとに入手しやすいサトウキビやキャッサバなどの農産物

を原料として、発酵法によってアミノ酸を製造しています。生産過程で

出る副生物は、肥料や飼料として地域の農・畜・水産物を育むために

活用しており、私たちは、地域とともにつくり続けられるこの資源循環

型のアミノ酸発酵製造工程を「バイオサイクル」と呼び、30年以上世界

■ 資源循環型のアミノ酸発酵製造工程「バイオサイクル」

各地で続けてきました。今では、こうした資源をムダなく活かし切る取

り組みは、アミノ酸発酵製造だけでなく、味の素グループの様 な々事

業の基本になっています。

製品をいつまでもお届けするためには、自然の恵みをムダなく活かし切り、地球環境に負荷をかけずに生産することが不可欠です。
味の素グループでは、すべての製品づくりの現場で、地球とともにあるビジネスの確立に向けて、その可能性を徹底的に追及しています。

地球とともに、
「つくり続ける」ために―

■ 自然の恵みをムダなく活かし切る仕事

アミノ酸製造における資源効率
「味の素 R」の年間製造量を 50 万トンとしたとき、

Data

833年分

2億トン

すべてを昆布でつくると、日本の昆布
の年間生産量の833年分、乾燥重量で
2,500万トンが必要

すべてをトマトでつくると、世界の年間平
均生産量の1.6年分、2億トンが必要

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R｣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。サトウキビ栽培ならび
に製糖産業にかかわる数値は世界の標準的な数値を用い、
うま味調味料｢味の素R｣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。

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）

製糖工場

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

R

うま味調味料「味の素  」

製品

50万t

R

副生物の資源化

バイオサイクル
地域とともに、いつまでもつくり続けられる仕組み

収 穫

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

次世代のアミノ酸発酵製造へ―
「低資源利用発酵技術」の導入
　味の素グループでは、アミノ酸発酵製造工程において、より資源を

ムダなく・効率的に活用し、CO₂の排出や副原料などの使用量も抑え

ることで、地球持続性・食資源の確保に貢献する新たなアミノ酸発酵

製造技術「低資源利用発酵技術」導入を進めています。

低資源利用発酵技術の例
◦ 主原料の一部自製化と、その副生物をバイオマスエネルギー源として有効活

用する技術（MSG※1、I＋G※2の生産など）（→P14）
◦ 食資源と競合しない資源を原料として使用する技術（飼料用リジンの生産など）
◦ バイオテクノロジーによって主・副原料、エネルギーを削減する技術（飼料用リ

ジン、アミノ酸系甘味料、MSGの生産など）
※1　MSG：L-グルタミン酸ナトリウム　　　※2　I+G：5’-リボヌクレオタイドナトリウム

　2011年度より、世界各国のアミノ酸発酵製造拠点で、様 な々技術

の導入を段階的に進めています。
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■ 2011年度のゼロエミッション実績（一部）

 99.3%

再資源化率

（味の素グループの全生産系事業所に
おける2011年度の再資源化率）

 -65%

水使用量

（味の素グループの全生産系事業所に 
おける2011年度の排水量原単

位／対2005年度実績）

-31%

CO₂排出量

（味の素グループ全体における2011
年度のCO₂排出量原単位／

対2005年度実績）

バイオマス燃料活用によるCO₂排出量の削減

16,800トン

Data

24,000トン
ブラジルのラランジャル・パウリスタ工場に
おける、バイオマスボイラーの導入（2012
年度）により、削減できる年間CO₂排出量
（見込み）

タイのカンペンペット工場における、バイオ
ガスを燃料に用いる設備の導入によって、
2013年度までに削減できる年間CO₂排出
量（見込み）

100,000トン
タイのカンペンペット工場における、もみ殻
を燃料として用いるバイオマスボイラーの
導入（2008年）によって、削減できた年間
CO₂排出量

限りある資源を永続的に利用するために、味の素グループ
では廃棄物の発生を抑制するとともに、発生した廃棄物は
徹底的に有効活用することを目指しています。
アミノ酸製造では、コプロとして副生物の再資源化を図るとと
もに、新技術の導入による生産効率の向上を進めています。

アミノ酸発酵製造工程からの排水には高濃度の窒素や
BOD 成分が含まれます。これらを削減するために、私たち
は、発生源対策や高度な処理技術の開発を進めています。
また、節水型プロセスの開発などを通じて水使用量の低減
にも取り組んでいます。

地球環境問題の中でも、地球温暖化に伴う気候変動の問
題は最も重大な課題の一つです。
味の素グループでは、生産プロセスだけでなく事業活動全
体を通じて、温室効果ガスの削減に努めています。

　製品の製造工程で使用するエネルギー由来のCO₂排出を抑制す

るために、味の素グループでは、カーボンニュートラルなバイオマスを

エネルギー源として活用する技術の導入を進めています。

　タイ味の素社のカンペンペット工場では、2008年12月より、地域

の未利用資源であったもみ殻を燃料として活用するバイオマスボイ

ラーを導入しています。さらに2011年度より、アミノ酸発酵製造の原

料となるスターチをキャッサバ芋から自製化する取り組みの中で、発

生するバイオガス（メタン）を燃料として使用する取り組みも開始しま

した。2013年度中に、工場で使用する蒸気エネルギーの1割をこのメ

タンガスで賄えるようにする計画です。

　また、ブラジル味の素社のラランジャル・パウリスタ工場では、

2012年6月から、アミノ酸発酵製造に使用するサトウキビの搾りかす

（バガス）や、木くずを燃料として活用するバイオマスボイラーを導

入するなど、世界各地で、独自の取り組みが始まっています。

　味の素グループでは、あらゆる事業領域から発生する環境負荷

の極小化を目指し、2005年度より「味の素グループ・ゼロエミッショ

ン計画」を導入しています。CO₂排出量や排水負荷量、廃棄物発生

量などの削減に厳しい数値目標を定め、実績を管理しています。グ

ループ・グローバルで一丸となって取り組みを進め、大きな成果を上

げてきました。

　目標数値や対象範囲は随時見直しを進め、2011年度からは、「11-

13年度 味の素グループ・ゼロエミッション計画」に基づき、さらなる

環境負荷の極小化を目指して取り組みを進めています。

■ カーボン・ニュートラルなバイオマスエネルギーの活用

■ 製造工程のゼロエミッションを追求

  P70　「味の素グループ・ゼロエミッション計画」と 2011年度実績   参照

特集1 『Good eating = Green eating』人と地球を健康にする、新しい食の未来を実現する

カンペンペット工場のバイオガス回収設備 ラランジャル・パウリスタ工場のバイオマスボイラー
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  P76　地域に豊かな実りをもたらす「コプロ」   参照

　アミノ酸を発酵製造する際、発酵液からアミノ酸を取り出したあと

の液体にも豊富な栄養が含まれています。私たちはこれも自然からの

大切な恵みと考え、もう一つの製品＝Co-Products（コプロ）と位置づ

け、肥料や飼料として付加価値を付けて製品化しています。味の素グ

ループのアミノ酸発酵製造の過程でできる副生物のコプロとしての再

利用率はほぼ100％。世界9カ国、18のアミノ酸発酵工場から生まれた

コプロが、野菜やサトウキビのほか、トウモロコシ、コーヒー、オレンジ、

パイナップル、ゴムの木など各地域の農作物を育む肥料として活用さ

れているほか、飼料としても利用され、畜産・水産業にも貢献していま

す。世界各地で原料を余さず使

い切りながら次のいのちを育む

循環が生まれています。

■   フランス

液体肥料はサトウキビやトウモロ
コシ、パイナップル、イネなどの栽
培に

■   インドネシア

生産者や関係者に、葉面散布剤
の効果をお伝えしています

■   ボリビア3 0 年 の 歴 史 がある液 体 肥 料
「AMI-AMI」はサトウキビ、イネな
どの栽培に利用されるほか、ティ
ラピアなどの水産養殖用にも

■   タイ

サトウキビなどへの液体肥料の散
布のほか、「AJIFOLR」はレタス
やバラの栽培にも

■   ブラジル

世界各地でのコプロの利用事例
日本で発売されている新たなコプロ由来の農業資材「アミハート R」

（2011年 6 月より）と「早根早起 R」（2012 年 10 月より）

■ 「コプロ」で、畑の恵みを育む

私たちの事業活動は、農・畜・水産物や遺伝資源など、豊かな自然の恵みがあってはじめて成り立ちます。
味の素グループでは、自然の恵みをムダなく活かし切るとともに、事業を通じて地域の自然の恵みを見守り、
健やかに育む取り組みを続けています。

いのちの恵みを育み、農・畜・水産業の
サステナビリティを実現する

牛の飼料として 液 体 肥 料はゴムの木などに
散 布される。乾 燥 菌 体 飼 料
「AJITEINR」も生産

■   ベトナム

■   日本

牛の飼料やトウモロコシの肥
料に。トマトや芝の栽培試験も
実施

■   米国
サトウキビや野菜の肥料に。ト
ウモロコシや小麦での栽培試
験も進む

■   ペルー
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  P73　「太平洋沿岸カツオ標識放流共同調査」の実施   参照   P77　海の生態系を育む「環境活性コンクリート」の共同開発   参照

　40年以上の歴史をもち、世界で市場を開拓してきた味の素グルー

プの飼料用アミノ酸事業。その主要な製品である飼料用アミノ酸の

リジン、スレオニン、トリプトファンの製品分野では常にリーダーとし

て現在に至っています。

　飼料用アミノ酸を利用して飼料中のアミノ酸のバランスを整えると、

家畜排泄物に由来する土壌・水質への負荷や、温室効果ガスを大幅

に削減できるほか、飼料用作物の耕作面積も削減できるため、世界

的に注目されています。

　トウモロコシや小麦などのエネルギー源と大豆かすなどを組み合

わせた一般的な家畜の飼料では、動物の成長に対してアミノ酸バラ

ンスが最適ではなく、一部のアミノ酸は体内で有効に利用される以

上に供給されるため、窒素化合物として排泄されてしまいます。この

窒素分は土壌や水質に負荷を与えるほか、一部はN₂Oとして大気に

放出されるため地球温暖化にも影響を及ぼします。N₂Oの温室効果

はCO₂の300倍。飼料用アミノ酸を加えた低タンパク飼料を家畜に与

えることで、排泄物中の窒素量を30％減らすことが可能で、温室効

果ガスの発生抑制に貢献できます。

　こうした飼料用アミノ酸を通じた地球にやさしい畜産をさらに広

げていくために、味の素グループでは、カーボンフットプリント（ＣＦ

Ｐ）を活用した効果の“見える化”を進めています。2011年度には、日

本で飼料用アミノ酸のＣＦＰ値が「ＣＦＰプログラム」にて認証されま

した。今後、製品へのマーク表示の準備を進めるとともに、グローバ

ルに同様の仕組みを発展させることで、環境にやさしい畜産を広げ、

世界の食卓に環境価値の高い畜肉製品をお届けすることに貢献し

ていきます。

「環境活性コンクリート」で水域を活性化事例「標識放流調査」でカツオ資源を見守る事例

　近年、日本の沿岸では、海や河川の汚染や海水の
貧栄養化、地球温暖化などによる磯焼け（藻類の劣
化現象）が問題になっています。微細藻類が劣化す
ると、水域の生態系も衰えます。私たちは、水域の
環境活性化にもアミノ酸が役立つはずだと考え、コン
クリートにアミノ酸を混和した「環境活性コンクリー
ト」の研究を始めました。このコンクリートは水中で
ゆっくりとアミノ酸を放出します。
　実証実験では、微細藻類の生長が促進され、魚や貝が集まる傾向も
見られました。コンクリートが有機的なものに変わることで、自然と人工
物の境界面の親和性を高める効果も期待されています。各地域、漁協
の皆様の協力のもと、2012年10月現在、全国約30カ所の海、河川にて
実証実験が行われています。

　日本での主力製品の一つ「ほんだしR」の原料とな
るカツオ資源を理解し、見守るために。その取り組み
として、2009年度より味の素（株）は、（独）水産総合
研究センター 国際水産資源研究所と共同で「太平洋沿岸カツオ標識
放流共同調査」を進めています。これまでにおよそ7,500尾に及ぶ通
常標識での放流調査を実施し、これまで知られていなかったカツオの
生態について様 な々知見が蓄積されました。
　2012年は、より詳しいデータが得られる最新式の記録型電子標識
　（アーカイバルタグ）を使用。2月および4月に与那国島海域で169尾のカ
ツオに装着・放流し、10月までに７尾の再捕が得られました。これによ
り南西諸島海域において世界で初めて、合計約500日間にわたるカツ
オ遊泳行動の詳細記録に成功。カツオの移動経路のみならず、遊泳
水深や遊泳海域の水温などを新たに把握することが可能になり、今
後は、これらの記録分析と科学的知見の蓄積を進めることによって、
カツオの資源量や生態の理解および国際的カツオ資源管理に資する
ことが期待されています。

電子標識「アーカイバルタグ」

静岡県伊東沖にて、人工漁礁で
魚や貝を集める試み

大阪府小島漁港にて、アワビや
サザエが集まり、藻類を食べて
いる様子

山口県椹野川にて、環境活性コ
ンクリート（左）に群がるアユ

  P75　地球にやさしい畜産を広げる「飼料用アミノ酸」   参照

家畜の飼料
では最も不
足しやすい
必 須アミノ
酸の一つ

一般的な家畜
の飼料では「リ
ジン」に次い
で不足しがち
なアミノ酸

2011年より新たに米国で発売
された乳牛用リジン

子 豚 に お い
て、特にトウ
モロコシ多給
時に欠乏しや
すいアミノ酸

「リジン」 「スレオニン」 「トリプトファン」

「AjiPro ™ -L」

特集1 『Good eating = Green eating』人と地球を健康にする、新しい食の未来を実現する

■ 「飼料用アミノ酸」で、地球にやさしい畜産を広げる

■ 海のいのちを見守り、育むために
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　慢性疾患や肥満にもつながる栄養過剰は、先進国のみならず、新興国においても社会
問題化しています。そこで味の素グループでは、食感や満足感も含めた「おいしさ」を兼
ね備えた減塩・減糖・減脂のための素材や製品の開発を行っています。また、｢うま味｣が
もたらす満足感によって過剰カロリー摂取を抑制する効果についての研究を米国農務
省の研究機関と始めるなど、おいしく食べて健康になるための取り組みをこれからも進
めていきます。

カロリーゼロ・糖類ゼロの甘味料
「パルスイート® カロリーゼロ」

栄養サプリメント「KOKO Plus」が入っ
たお粥（KOKO）を試食する様子

おいしさをそのままに、30％減塩した
「お塩控えめの・ほんだし®」

AIN プログラムを通じて、バングラデ
シュの学校給食を支援（提供：日本・
バングラデシュ文化交流会）

「うま味」の発見から出発した私たち味の素グループは、
今では食と健康、そしていのちに深くかかわる様 な々分野でグローバルに事業を行っています。
「食」の分野をはじめ、アミノ酸から出発した医薬・健康分野などの様 な々事業を通じて、
健やかに生きたいと願うすべての人 を々サポートしていきます。

人々 の健康な生活を実現するために

　「食」は、すべての人々のいのちの基本です。味の素グループでは、

現在、世界およそ100カ国に、各地域の食文化に合わせた、調味料や加

工・冷凍食品、飲料などの様 な々食品をお届けしています。こうした製品

を通じて、アフリカや中東、南アジアなどさらに幅広い地域でも、健やか

な生活の基本となる食卓に笑顔を広げていきたいと考えています。

　しかし世界には、栄養不足や栄養過剰など、食と栄養にかかわる

様 な々課題があります。

　世界人口70億人のうち、約10億人が１日に必要な最低エネルギー

を摂取していない状態（飢餓）にあり、また、20億人が健康に重大な

影響を及ぼすビタミンやミネラルが不足する微量栄養素欠乏症にか

かっているといわれています。その一方で、約15億人が生活習慣病の

リスクを抱える栄養過剰の状態にあります。

　味の素グループでは、現代の大きな課題である飢餓や肥満など栄

養状態の問題に対して、これまでに培った調味料技術や、アミノ酸技

術を活かし、世界中の人々の健康な生活に貢献する取り組みを進めて

います。

■ いのちの基本、「食」で世界に健やかな暮らしを届ける

　ガーナの伝統的な離乳食であるお粥は栄養バランスが悪く、子どもの成長が遅れる一
因となっています。そこで、味の素グループの食品加工やアミノ酸栄養にかかわる技術・ノ
ウハウを活かし、乳幼児の栄養改善に貢献できる食品の開発を進めています。このプロ
ジェクトは、ガーナ保健省やJICA、USAID（米国国際開発庁）などの政府機関、ガーナ大
学、国際NGOなど、様 な々パートナーと連携して進めています。現在、現地生産を立ち上げ、
栄養改善のソーシャルビジネスモデルとしての確立を目指しています。
　また、「食・栄養」分野の国際協力支援活動「AINプログラム」では、NGO/NPOなどか
らプロジェクトを公募し、資金の助成を行うだけでなく、各国のグループ会社とともに栄養
教育活動などを側面から支援しています。

栄養不足を解消するために
「ガーナ栄養改善プロジェクト」や「食・栄養」分野での国際協力支援活動

栄養過剰の改善のために

  P22　アミノ酸の知見を、健康な暮らしの実現に活かす　参照

  P101　世界に「おいしさ」を広げるために　参照

  P100　コミュニティ「地域に暮らす人 と々ともに築く発展」　参照
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　ご家庭ですぐにエコライフを始めるきっかけとして、味の素（株）で
は「エコうまレシピR」を提案しています。毎日のお料理でできる「エ
コ」で「うまい（美味い・上手い）」アイデアやレシピを広げることで、
「食卓からのエコライフ」の実践を支えます。環境に配慮した素材や
調味料選び、食材の使い方、調
理・保存の仕方などについて、
皆様が実践されている工夫もあ
わせて、イベントやWebサイトな
どを通じてお伝えしています。

　今やアミノ酸は、患者さんへの栄養補給や、医薬品原料になくて

はならない役割を担っています。味の素グループは、食とアミノ酸関

連の技術やノウハウの、食物・栄養の消化・吸収から代謝・排泄ま

でを制御する創薬の分野への応用も進めています。輸液・透析液や

医療用食品（流動食）などの「臨床栄養」を基盤に、消化器疾患領

域・代謝性疾患領域に特化したユニークな製品を提供し、病気で苦

しんでいる患者さん一人ひとりの健康な生活とQOL※1の向上に貢献

していきます。

　また、アミノ酸や天然素材の持つ有用性を活かし、科学的根拠に

裏づけられたスポーツ栄養食品や健康基盤食品などを通じて、中高

生から高齢者まで現代人の様 な々健康課題の解決をサポートして

います。

　私たちは、容器包装の環境配慮などを進めたエコプロダクツを食

卓にお届けするとともに、食材をムダなく使って手際よくつくるレシピ

やアイデアをお伝えし、家庭でのエコライフを支援しています。日本

では、親子で学べるエコ料理教室を開催したり、小学生が食に関す

る環境活動を日記にまとめた「食エコ日記」の表彰、Webサイトで家

庭での節電アイデアやレシピの募集・紹介などを行っています。こう

した取り組みを、今後は世界中で進めていきたいと

考えています。

　（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
コンテストの中から、「食」に関する楽しく、すぐれたエコ活動を“味
の素「食エコKIDs賞」”として表彰しています。未来を担う子どもた
ちが家庭で食エコ活動に取り組むことを応援しています。

アミノ酸 3600mg 配合の
スポーツサプリメント

「アミノバイタル ®」プロ ※2

「メディエフ® プッシュケア® 2.5」
（高濃度タイプの流動食）

「エコうまレシピR」を紹介する
Web サイト

「休息アミノ酸 ®」“グリシン”
配合のサプリメント「グリナ®」

※1 QOL（Quality of Life）：人が充実感や満足感を持って日常生活を送ることができる生活の質
※2「アミノバイタル®」プロ、「アミノバイタル®」、「アミノバイタル®」アミノプロテイン、「アミノバイタル®」

GOLD は、JOC の公式ライセンス商品です。

■ 食卓からのエコライフを支援する

■ 医薬分野やスポーツ支援を通じて健康をサポートする

「エコうまレシピR」のご提案 「みどりの小道」環境日記

  P98　食卓から始めるサステナブルなライフスタイル提案　参照

「ソリタ R -T3 号輸液」

医薬品

医薬品

特集1 『Good eating = Green eating』人と地球を健康にする、新しい食の未来を実現する

「エレンタールR配合内用剤」


