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環境に配慮した容器包装の開発
食品の容器包装は、使用前に役割が終わる梱包材とは違い、

お客様のお手元に届いてから商品を使い切るまで、中身の品質を保持する大切な役割を担っています。

味の素グループでは、容器包装の重要性を認識するとともに、使用後の環境影響を配慮した設計に早くから取り組んでいます。

また、皆様への情報提供、各業界団体との連携にも積極的に取り組んでいます。

味の素（株）の2011年度の実績

「容器包装3R推進計画（第2次）」の主な目標と実績（2011-2015年度計画：対2010年度）

Reduce目標

［実績］

2015年度にプラスチック原単位を2％削減、紙原単位を5％削減

◦ 紙原単位　
 2010年度※1 58.1→2011年度※2 61.3（g/中身kg）　5.5%増
◦ プラスチック原単位
 2010年度※1 55.9→2011年度※2 55.8（g/中身kg）　0.2%減

素材・新技術導入
［実績］
◦ サトウキビからつくられたポリエチレン
 2011年度実績 ： 「味の素R」キャップの素材の一部
 （エコプロダクツ展に展示した非売品）
 2012年度実績 ： 「『カルピス』ピースボトル」のボトル素材の一部
◦ トウモロコシ由来のポリ乳酸を材料の一部に使用したシュリンクフィルム
 以前から採用   ：「味の素R」アジパンダ瓶
 2012年度実績：「パルスイートR」カロリーゼロ （液体タイプ）
 「アジシオR」（60g瓶、110g瓶）
 「やさしおR」（90g瓶）
 「瀬戸のほんじお」（100g瓶）

Recycle目標

［実績］

簡単に分離・剥離することで分別できる包装

ミシン目を入れた小箱設計の推進 等

Reuse目標

［実績］

詰め替え容器の普及

「味の素R」「ほんだしR」「味の素KK コンソメ」など調味料製品で拡充

消費者への情報提供

［実績］

3Rに資する商品選択や、分別排出徹底を促す情報の提供

「味なエコ」マークR※3の表示（2012年10月現在 128品種）、
イベント・社外講演、事例提供 等

紙使用量の削減

原単位で約5.5％増

プラスチック使用量の削減

原単位で約0.2％減

※1　2010年度の商品群に合わせたため、2010年度確定値と異なる。
（前3R計画の2010年度確定値：プラスチック原単位	55.4、紙原単位	58.3）

※2　2011年度の値は速報値です。
※3　「味なエコ」マークは味の素（株）の登録商標です。

　2010年度までの味の素（株）の「容器包装3R推進計画」（2005-

2010年度計画）では、プラスチックと紙の削減量は目標を大きく上

回って達成した一方、原単位については紙では達成したもののプラ

スチックでは6%増となり未達となりました。

　これを受けて、「容器包装3R推進計画（第2次）」（2011-2015年

度計画）は、単なるReduce目標だけではなく、容器包装3R・資源循

環の取り組みをお客様にご理解いただけるよう、容器包装に関する

生活者ニーズを調べました。そして「ムダを減らした包装」「簡単に

分別できる包装」「詰め替えができる包装」「“お得・便利・おいし

い”と“エコ”を両立する包装」「環境にやさしい素材の包装」など

の要望の高い内容に整理しました。これらを「できることは100%や

り遂げる」という考えで、「容器包装3R推進計画（第2次）」に取り組

みます。また、こうした取り組みを生活者の皆様に新しい環境価値と

して感じていただき、キッチンでのエコストレスを軽減できるよう、コ

ミュニケーションも展開していきます。

すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る

2011年度の実績概要

紙類
9.6%
プラスチック類
34.8%

ガラス類
1.4%

その他
0.1%

金属類
4.1%

容器包装以外の廃棄物
49.9%

環境省「容器包装廃棄物の使用・排出実態調査の概要（平成22年度）」容積比率

■ 家庭ゴミにおける容器包装が占める割合
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　“味の素ブランド”の商品を販売する際には、「品質アセスメント」

の実施を必須条件としています。アセスメントは独自の評価基準であ

る「容器包装エコインデックス」を用いており、①重量の削減、②素材

選定、③リサイクルの容易性、④表示（お客様への訴求）の4つの視

点から多面的に、容器包装の環境配慮推進を行っています。

　また、アセスメントシステムと3R管理システムを統合したことで、

①エコインデックスに示されている包材使用量を再商品化委託契約

費計算に活用、②社内ポータルサイトでデータを開示、③容器包装

使用量データの毎月更新、が可能になり、委託契約費の計算や社内

の3R推進のみでなく、社内外への報告や、流通事業者、リサイクル

団体などへのデータ提供などもリアルタイムかつ正確に提供するこ

とが可能になりました。

エコインデックス票

版下データ

エコガイド

2003年〜

1994年〜

2004年〜

容器包装リサイクル協会に支払い

流通
公的データベース（情報提供）

再商品化委託金

包材データ

保管 集計、解析

▶ 環境会議（経営）
▶ 3R推進会議（カンパニー）
▶ 環境報告書

社外
▶ 3R事例提供
▶ コンテスト応募
▶ 社外講演

2009年統合

2000年〜

2005年〜 保管システム構築
2009年〜 閲覧システム構築

商品コード
販売データ

商品ごとの包材データ

総排出量
原単位

社内ポータルサイト

報告書作成基幹データ
3R管理システム

1991年〜

LC-CO2データ

設計データ
■ 容器包装環境アセスメント
（1991年〜／2005年度より電子化）

■「容器包装エコインデックス」（家庭用 ver.8／業務用 ver.4）

目的 評価項目

地球環境負荷の
低減

省資源 包材重量の
削減

廃棄包材重量
重量削減比率
多重包装度合
詰め替え商品の有無

温暖化防止

輸送効率

素材選定

LC-CO2発生量の削減
植物由来材料の使用

環境配慮材料の使用

循環型社会実現
への貢献

リサイク
ルの推進

再生素材の利用率
環境ラベル

リサイクル
の容易性

分別収集対応性
リサイクルシステムへの適合
性
リサイクル・廃棄時減容度

訴求 表示 環境対応表示の有無
（環境配慮表示の有無）

重量（千t）

段ボール
金属缶

再商品化委託契約費

再商品化委託契約費（百万円）

（年度）
PETボトル（飲料用）

ガラス瓶
紙

プラスチック
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268

■ 容器包装再商品化委託契約費と
  販売商品の材質別容器包装重量の推移

　現在市場に出ている容器包装は素材や形態が多岐にわたり、一

般の方々にとって、どのような容器包装が環境にやさしいのかを簡単

に判断するのが難しくなってきています。社会全体における容器包

装にかかわる環境問題に対処していくためには、容器包装の機能や

役割への理解をもとに、消費者の皆様に環境配慮製品を選択して

いただくことが重要です。味の素（株）では、社外関係者と連携する

機会に積極的に参加し、社会の皆様と連携しながら3R活動を推進

しています。

［講演］
◦ 日本印刷学会 グラビア研究会
［寄稿］
◦ 日本印刷学会『印刷雑誌』
［事例紹介］
◦ 九都県市容器包装ダイエット宣言
◦ 各リサイクル推進団体等への3R改善事例提供
◦ エコプロダクツ展
◦ 第5回味の素スタジアム感謝デー
◦ 港区3R 推進行動会議　など

容器包装の環境配慮推進の仕組み

社外関係者との連携

すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る
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「スリムアップシュガーR」
製品改訂時に環境視点にも配慮し包材を見直しました。商品の袋
材質と形状（ガセットパウチ→スタンディングパウチ等）を変更しプ
ラスチック使用量を約7.3トン/年、また袋サイズに合わせた中箱と
外箱の設計により、紙類使用量を約6.1トン/年削減しました

■ 2011年度の主な開発事例

商品 取り組み 改訂前の包材に比べた
年間の削減量

｢ほんだしR煮物上手R｣ 瓶の軽量化 ガラス	　9.8t

「スリムアップシュガーR」
（スティック）

個装、中箱、段ボール
の全面見直し

プラスチック　7.3t
紙類　6.1t

「Cook	DoR」
（中華合わせ調味料）

パウチシール巾縮小 プラスチック　10t

「カルピスウォーターR」

500ml,	900mlPETボト
ル軽量化
1.5Lシュリンクフィルム
軽量化

PET　172t
プラスチック	9t

「カルピスソーダR」
1.5 長角PET用
段ボール（中芯）の軽
量化

段ボール	19t

環境にやさしい容器包装の開発

すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る

　味の素グループでは様 な々包装形態の製品を扱っているため、多

面的な軽量化に取り組んでいます。瓶、プラスチックフィルム、PETボ

トル、商品を梱包するための紙箱・段ボール箱に至るまで、容器包装

の使用量削減を進めています。

　「ほんだしR」「味の素KK 中華あじ」などの風味調味料、「味の素R」

などのうま味調味料などで、詰め替え可能な商品を取り揃えています。

　お客様が廃棄する際に分別しやすく、リサイクルしやすい容器包

装を開発しています。

　2012年度は、簡単に剥離できるラベルの導入を進めており、すで

に 「味の素KK 中華あじ」 や「味の素KK 丸鶏がらスープ」などに採用しま

した。

Reduce：容器包装の軽量化

Reuse：詰め替え可能な商品の拡充

Recycle：廃棄の際に分別しやすい商品

　味の素（株）では、2012年9月より、食品および甘味料

用容器に使用している熱収縮ラベル（キャップ用シュリ

ンク含む）の素材を、従来の石化由来の材質から、カーボ

ンニュートラルなバイオマス由来のポリ乳酸（PolyLactic	

Acid：以下、PLA）へ切り替える取り組みを開始しました。

対象品種は、「味の素R」アジパンダR75g瓶をはじめと

する調味料や「パルスイートR」（甘味料）等の家庭用の

全商品で順次導入を進め、2013年度中に計約24品種で

の切り替え完了を目指しています。

■世界最薄を実現
　新たに採用したPLAは、飼料用トウモロコシ由来の成分

を25wt％以上含有するもので、PLAラベルとしては世界

最薄※1の35μmの素材です。世界最薄のPLAラベルの

導入は、調味料、甘味料分野において業界初の試み※1で

あるのに加え、全商品の一斉切り替えに関しては国内で

は前例がなく※1、先進的かつ、循環型社会に貢献する有

意義な取り組みと考えています。

　旧来使用していた石油由来の40 ～ 60μmのラベルか

ら切り替えるにあたって、何度もテストを繰り返しラベル装

着工程や熱処理工程における最適条件を見出すことに

成功し、業界初の取り組みが実現しました。

■オールエコな「味の素R」アジパンダR瓶へ
　さらに、味の素（株）の象徴的な商品である「味の素R」アジパンダR75g瓶

では2012年度中に、PLAによる熱収縮ラベルとあわせてキャップも「サトウキ

ビ」を原料とするバイオマスポリエチレンを用いた植物原料由来のプラスチッ

クに変更する予定です。リサイクル率の高いガラスと組み合わせることで、オー

ルエコな包材を実現できると考えています。皆様にわかりやすくお伝えするた

め、従来の赤いキャップ製品

での切り替えに先行して、緑の

キャップ製品の発売※2を予定

しています。

■カーボンニュートラル素材の採用で、CO₂排出量の削減に貢献
　熱収縮ラベルへの切り替えにより、CO₂排出量を前年に比べ、年間約100ト

ン※3、「味の素R」アジパンダR75g瓶のキャップ部分のバイオマスポリエチレ

ンへの切り替えで、年間約55トン※3、合計で前年比約155トン、平均で50％以

上削減できる見込みです。

　また、全商品で世界最薄の熱収縮ラベル導入により包材重量を平均24％

削減。全商品（２4品種）の切り替え完了時には、計10トン/年超※3の削減と

なる見込みです。

　こうした身近な食品という商品における環境貢献効果を、消費者の方に店

頭でわかりやすく伝えるための独自の「味なエコ」マークRも導入し、日々の暮ら
しの中から、環境意識の向上、グリーン購入の推進・エコプロダクツの普及を

目指します。

植物由来バイオプラスチック包材の使用
家庭用全商品、計24品種での採用へ

2011年12月、エコプロダクツ展にて試作品を展示。お客様に好評でした

※1　2012年8月31日現在における当社調査結果
※2　2012年12月より一部店舗にて限定発売の予定
※3　2011年度の販売数量を基に当社計算式にて算出（前年度比）

TOPICS
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すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る

　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、一つひとつの個包装はもともと小さかったり薄かったりする

ものです。このため、包装の軽・薄・短・小、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が、 

販売量全体では大きな環境貢献効果があります。

　「できるだけ環境によい製品を購入したい」というお客様のニーズに

お応えできるよう、味の素グループでは、独自の環境マークである「味な

エコ」マークR※1の表示を2010年秋から開始しました。「詰め替えをおす

すめしている」または「パッケージに再生紙を利用している」一部の商品

から表示を開始し、「トレイを省いたもの」「中仕切りを排除した外箱」「植

物性プラスチックを使用したもの」など順次環境配慮の内容や表示 

製品も拡大。2012年10月末現在、容器包装の環境配慮を示す5種類お

よび、製品の環境配慮を示す1種類（「自己解凍でエコ」）、計6種類のマー

クがあり、前年度同時期よりも49品種増えた128品種に表示しています。

「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。

詰め替えでエコ
袋製品から詰め替えて、
長持ちする瓶製品を繰
り返し使っていただくこ
とで、CO₂の排出量を抑
えることができます。

トレイなしでエコ
トレイを使用せずに大
袋入りにした冷凍食品。
ゴミを減量化し、CO₂排
出量を約20～50%削
減することができました。

再生紙でエコ
紙箱に再生紙を使用してい
ます。ギフトでは、蓋に古紙
80%配合の再生紙で、かつ
コーティング剤を使用してい
ない段ボール紙を採用。贈り
手にも贈られた方にもエコ。

省包材でエコ
中仕切りを使用しない環境
配慮型の外箱です。外箱の
中仕切りをなくし、年間3割
のCO₂排出量を削減しまし
た。箱の形状を八角形に変え
ることで強度を高めています。

植物性トレイでエコ
植物性素材を配合したトレイ
を使用することで、石油使用
量とCO₂排出量の削減にな
ります。

容器包装に配慮した「味なエコ」マークR製品を食卓に広げる

「味なエコ」
マークR商品数

128 品種

2012年10月現在
（味の素グループ）

日々の食卓と地球環境への配慮に関する調査

味の素（株）では、日々の食卓と地球環境への配慮に関して独自の調査を行いました。
その結果からわかったのは、「捨てること」「廃棄物を出すこと」「エコによいものを選ぶ以前に、エコに悪いものを購入すること」などに対して、
うしろめたさやもったいない気持ちを感じる生活者が多いという事実でした。

対象者：20～50代主婦／対象エリア：全国／対象者数：300サンプル／手法：Web調査／期間：2010年11月6日～8日／調査機関：電通リサーチ調査概要

73%

■ ゴミが多すぎると
  感じることがある ■ ゴミを捨てるときに

  ストレスを感じる

71%

■ 包装が過剰だとゴミが増えて
  環境にやさしくないと感じる

95%

●ゴミがかさばる
●燃えないゴミが多すぎて

不安になることがある
●贈答商品にムダな包装が

よく見受けられ、エコ精
神に反すると思っている
など

■  個別のご意見

※1　「味なエコ」マークは味の素（株）の登録商標です。


