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味の素（株）の行動基準（抜粋）

※グループ各社は「味の素グループ行動規範」のもと、味の素（株）と同様の行動基準を策定し、	
展開しています

　味の素グループでは、バリューチェーンを通じて、世界中の

様 な々方とかかわり、取引を行っています。その一つひとつのか

かわりの中で倫理的に行動し、透明性を確保していくことは、持

続可能な社会の基盤をつくることであり、私たち味の素グループ

の責務と考えています。

　味の素グループにとって公正な事業とは、国内外の法令を遵

守することだけではありません。国連グローバル・コンパクトの原

則を基本姿勢として組み込んだ「味の素グループ行動規範」の

もと、各国のグループ会社がそれぞれ、国ごとの事情を考慮して

具体的な行動を明記した「行動基準」を策定し、それを遵守して

いくことを意味しています。

　味の素グループは、こうした体系に基づき、今後もグループ・

グローバルでCSR調達、汚職防止、公正な競争、知的財産の尊

重等を推進し、公正な事業を実践していきます。

公正な事業慣行

倫理的で誠実な
取引の実践

P43　CSR調達の推進
	 ●	取引先様と連携したCSR調達の取り組み
	 ●	重要原料の持続可能な調達に向けて

P46　公正な競争の確保のために

P46　汚職の防止

P46　知的財産を守り、適切に使用する
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CSR課題を確認していただき、味の素（株）はサプライチェーン全体に

おける「CSR調達」観点でのリスク把握に基づいて、取引先様におけ

る課題改善をお願いし、これを支援していきます。

　2014年度以降は、ガイドライン・SAQともに、順次国内外のグループ

会社の活動へと発展させ、各 の々取引先様への展開を図る予定です。

CSR調達の推進
事業活動がグローバル化し、調達先も世界中に広がる中、原材料の生産地やサプライチェーンにおける環境や人権、労働安全といった

社会的側面に配慮していくことが、将来にわたって持続可能で安定した調達を実現するためにも重要です。

味の素グループは、サプライチェーンの関係者と連携・協働してCSR調達を推進していきます。

　味の素グループは、2006年に「味の素グループ購買基本方針」を

制定し、購買取引におけるCSRの実践と、取引先様に対してCSRの

推進を要請してきました。今後、サプライチェーンを通じたCSRの実践

に向けて、“サプライヤーCSRガイドライン”と“持続可能な農畜水産物

調達に向けた方針・ガイドライン類”の策定を大きな柱に、取り組みの

実効性を高めていきます。

　味の素（株）は2013年度、「味の素グループ購買基本方針」におけ

る取引先様へのCSR観点での期待事項をより詳細に明文化した「味

の素（株）サプライヤーCSRガイドライン」を策定しました。このガイドラ

インは、取引先様の自主的な改善の指針となるように企図したもので、

味の素（株）と取引先様がCSRに関する価値観や目標を共有し、「と

もに学び、ともに強くなる」ことを目指し、協働での取り組みを通じて社

会からの信頼を得ようというものです。2013年度は、味の素（株）のグ

ループ調達センターが直接お取り引きいただいている取引先様に対し

て、CSR関連項目についてのSAQ（Self Assessment Questionnaire：

取引先様による自己診断チェックツール）を実施しています。

　この自己診断チェックツールの活用によって、取引先様には自社の

　味の素グループでは、製品の個別原材料について、その製造過程

で生態系サービスに影響を与えるリスクや、サプライチェーン上に存在

する社会課題を特定し、原材料の生産者や協働するサプライヤーとと

もに、サステナブルな調達を通じて、地域社会・経済に対して貢献して

いくために、持続可能な農畜水産物調達に向けた方針やガイドライン

を体系的に整備していきます。

　すでに策定済みの「味の素グループ生物多様性に関する考え方と

行動指針」や「味の素グループ紙の環境配慮調達ガイドライン」のほ

か、今後、特に重要な原材料について順次、個別の調達方針・行動計

画を策定し、サステナブルな調達を実践していきます。

取引先様と連携したCSR調達の取り組み
“サプライヤーCSRガイドライン”の策定

“持続可能な農畜水産物調達に向けた
方針・ガイドライン類”の策定に向けて

公正な事業慣行

Ajinomoto Group Principles（AGP）

味の素グループ購買基本方針

味の素グループ行動規範

品質方針 防災及び労働安全衛生
基本理念・基本方針 セキュリティポリシー 人事理念 CSRビジョン環境理念・基本方針

味の素グループ Way

味の素グループ理念

サプライヤー CSR ガイドライン
－ ともに学び、ともに強くなる －

「味の素グループ
生物多様性に関する
考え方と行動指針」

「味の素グループ
紙の環境配慮

調達ガイドライン」

持続可能な農畜水産物調達に向けた方針・ガイドライン類

味の素グループビジョン

▶ 取引先様への CSR 観点の期待事項を明文化

▶ AGP、国連グローバル・コンパクト、ISO 26000 に則って、人権・労働安全・環境・
コンプライアンス等の大項目で構成

▶ 本ガイドラインに沿って、取引先様の自主的な CSR の取り組みを推奨するとともに、サ
プライチェーン上流に取り組みを促していただき、サプライチェーン全体のCSRを推進

▶ 個別原材料ごとに持続可能な調達に向けた考え方・方針を策定

■ CSR調達に関するガイドライン体系

	味の素グループ紙の環境配慮調達ガイドライン	http://www.ajinomoto.com/
		jp/activity/environment/pdf/2012/environ_responsible_paper_jp_201201.pdf		リンク

	味の素グループの購買基本方針
	http://www.ajinomoto.com/jp/aboutus/vision/purchase/		リンク 	味の素グループ生物多様性に関する考え方と行動指針

	http://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/biodiversity-agenda/		リンク

	 P50　人権：事業における人権への配慮			参照

http://www.ajinomoto.com/jp/aboutus/vision/purchase/
http://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/pdf/2012/environ_responsible_paper_jp_201201.pdf
http://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/biodiversity-agenda/
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　味の素グループの事業は様 な々自然資本に支えられており、重要な原

料については持続可能な調達を確保する取り組みが必要です。そこで、

各原料を取り巻く状況に応じ、効果的な取り組み方法を採っています。

　パーム油と紙は、産業界において広く使用される資源であり、地球環

境にも大きく影響する森林生態系保全の視点において、その調達の在

り方は極めて重要です。これらについては、持続可能な生産・消費の社

会システム構築を目的とする、世界規模での認証やイニシアティブの仕組

み※1があります。そこで味の素グループでは、社会の様 な々関係者と共同

歩調をとり、自社のサプライチェーンにもこれらの仕組みの積極的な導入

を進めています。またコーヒー豆についても、味の素ゼネラルフーヅ（株）で

は、持続可能な調達方針を定め、認証コーヒー豆の導入を始めています。

　一方、発酵原料やカツオ、エビなどについては、その調達の仕組みに

味の素グループ固有の特徴があるため、サプライチェーン全体にわたっ

て共通の価値を協創する仕組みをつくることで、持続可能な調達を目指

す独自の取り組みを進めています。例えば、味の素冷凍食品（株）の主要

原料であるエビの調達については、調達開発マニュアルに生態系配慮

項目を導入するなどしています。

　また、人口増加等に伴い、淡水資源の不足は世界的な課題となって

います。近年では、異常気象による渇水や洪水等の被害が増加するなど、

※1　パーム油：「持続可能なパーム油のための円卓会議（RSPO：Roundtable	on	Sustainable	
Palm	Oil）」、紙：「森林管理協議会（FSC：Forest	Stewardship	Council）」等

※2　RSPO（Roundtable	on	Sustainable	Palm	Oil）：持続可能なパーム油のための円卓会議。
世界的に信頼される認証基準の策定とステークホルダー（関係者）の参加を通じ、持続可能
なパーム油の生産と利用を促進することを目的とする非営利組織。パーム油産業をめぐる7
つのセクターの関係者（パーム油生産業、搾油・貿易業、消費者製品製造業、小売業、銀行･
投資会社、環境NGO、社会･開発系NGO）の協力のもとで運営されている。

重要原料の持続可能な調達に向けて

パーム油の持続可能な調達に向けてー
RSPOへの加盟

RSPO	RT10会合（2012年10 ～11月開催）では
様 な々関係者と意見交換

パーム油の原料となるアブラヤシの農園

公正な事業慣行

　パーム油は、食品や化成品など多用途に使われており、年間生

産量が5,000万トン以上という世界で最も多く生産されている植物

油脂です。世界的な人口増加による食料需要や、石油などの化石

資源の代替として、その生産量はさらに増加しつつあります。パー

ム油を生み出すアブラヤシは熱帯性の植物で、世界のパーム油の

約85％以上がインドネシア、マレーシアの2カ国で生産されています。

パーム油への需要が増す一方で、アブラヤシ農園開発のための熱

帯雨林の伐採や泥炭地の開発、野生動物の生息地の縮小化、厳

しい労働条件や人権・伝統的生活の侵害など、環境・社会面での

様 な々問題も顕在化しています。

　こうした背景から、国際的な非営利組織RSPO※2が設立され、信

頼される認証基準の策定と持続可能なパーム油の生産・利用を促

進しています。RSPOの「持続可能なパーム油」認証基準に適合す

るパーム油は「認証パーム油（CSPO：Certified Sustainable Palm 

Oil）」と呼ばれています。CSPOの生産量は少しずつ増えているもの

の、生産量全体の十数％に過ぎず、生産・利用にかかわるすべての

ステークホルダーの積極的な取り組みが必要とされています。

　味の素グループも、食品・化成品などの生産においてパーム油を

事業継続に不可欠な水資源のリスクが高まる中、味の素グループでは

水資源の簡易リスク調査を行っています。

　このように、多様な重要原料の持続可能な調達に向けて、今後もグ

ループ・グローバルで連携して取り組みを推進していきます。

調達・利用しています。例えば、味の素（株）は、年間約3,000トンの

パーム油を含む原料を使用しており、CSPOの主流化に向けた世界

の動きに積極的に参画するため、2012年8月にRSPOに加盟し、持

続可能なパーム油の使用に向けたロードマップの策定や、サプラ

イチェーン認証の取得準備などの取り組みを開始しています。また、

（株）J－オイルミルズも2011年11月にRSPOに加盟しており、CSPO

の導入に向けた準備を進めています。
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　コーヒー豆は、生物多様性豊かな地域で生産され、またその多く

が零細農家によって生産されています。

　AGFグル－プでは、2013年1月、農園の自然環境や、従事する人々

の生活をより良い状態に保ち、生産と流通のサステナビリティの促

進に取り組む国際的な非営利組織4Cアソシエ－ション※1に参画、ま

た「レインフォレスト・アライアンス※2認証」に賛同し、それぞれが定

めた基準に適合した農園で生産されるコーヒー豆の調達に取り組

んでいます。

コーヒー豆の持続可能な調達

	 P92　環境：水資源の保全			参照

	 P78　環境：生態系・生物多様性の保全			参照

	 P50　人権：事業における人権への配慮			参照

　味の素グループは、製造工程での水使用量の削減や徹底した

排水の水質管理など、水資源に対する取り組みを行っています。し

かし、原材料として農作物を多く使用している味の素グループに

とって、自社の工場だけでの取り組みのみならず、農作物の生産地

における水資源の問題・リスクも視野に入れる必要があると考えて

います。

　そこで2012年度より、製品の原材料となる農作物の生産にかか

わる水資源リスクの調査を開始しました。自然資本の可視化モデル

を開発したTrucost社の分析手法を参考にして、外部の専門家の

協力のもとで簡易分析を行い、事業を展開している地域での水資

源リスクの実態把握を行いました。

　分析の結果からは、主要原料生産にかかわる水資源に喫緊のリ

スクはないことがわかりましたが、今後、対象製品領域を広げ、より

詳細なリスクの可能性を調査し、実態の把握に努めていきます。

水資源の簡易リスク調査

公正な事業慣行

※1　4Cアソシエ－ション（正式名称：「Common	Code	for	the	Coffee	Community	Association」）	
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－ストステップの基準に適
合するよう支援している

※2　レインフォレスト・アライアンス「Rainforest	Alliance」	
レインフォレスト・アライアンス認証農園は、森林、河川、野生動物の生息地、労働者や彼ら
の家族、共同体の権利と福利を保護している

キャッサバ生産農家での
実地調査

　味の素（株）は、2012年7月、アミノ酸の

発酵原料となるキャッサバやタピオカに

ついて、タイとベトナムの生産現場や加工

工場における経済的側面や環境的側面、

労働状況など、社会的側面も含めた実態

把握のための調査を実施しました。

　味の素グループにとっての安定調達リ

スクを洗い出すだけでなく、サプライチェー

ンの関係者や地域社会の持続的な発展

のための重要事項を実態に基づいて総

合的に理解するために、調達部門、環境・

CSR部門、現地法人、外部専門家などそ

れぞれの専門性を持つメンバーでチーム

を構成。キャッサバ農家やタピオカでん粉

工場等を訪問し、農家の方々への直接ヒ

アリングや地域リーダー、産業団体関係者

との意見交換を実施しました。現在、これ

らの調査結果に基づき、サプライチェーン

関係者との価値の協創に向けた取り組み

計画を検討しています。

アミノ酸発酵原料の生産地・加工工場の実地調査

アミノ酸の発酵原料となる
キャッサバ芋

	AGF（株）	CSR調達の推進
	http://www.agf.co.jp/csr/trust/index.html		リンク

	 P22　特集2：太平洋沿岸カツオ標識放流共同調査			参照

　味の素（株）の主力製品「ほんだしR」の原料として最重要原料

の一つであるカツオについては、2009年度より（独）水産総合研究

センター国際水産資源研究所と共同で、記録型電子標識を用いた

カツオの標識放流調査を継続実施しています。この調査により、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、さらに、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

よび国際的なカツオ資源管理に貢献できると考えています。2012年

度には、最新の電子標識により合計約500日間にわたる遊泳行動の

詳細記録に成功しました。2013年度も調査を継続実施していきます。

カツオの標識放流共同調査

	カツオ標識放流共同調査ギャラリー
	http://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/sea/gallery.html		リンク

http://www.agf.co.jp/csr/trust/index.html
http://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/sea/gallery.html
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　味の素グループ各社では、定期的に独占禁止法研修等を実施して

います。2012年度は、米国独占禁止法および欧州競争法の遵守ガイド

ラインを改訂し、約20社の海外グループ会社に配布しました。2013年

度は、国内営業担当者や海外グループ会社の購買担当者等を対象と

した独占禁止法研修を予定しており、これらを通じてグループ従業員

のさらなる意識向上を図っていきます。

従業員の意識向上のために

公正な事業慣行

公正な競争の確保のために

汚職の防止

味の素グループでは、公正で透明な取引を行うべく、「味の素グループ行動規範」（以下、行動規範）において、従業員が世界各国の競争に

関する法令・ルールをよく理解し遵守することを定めるとともに、グループ各社において、「行動規範」に基づく具体的な「行動基準」を

それぞれ定めています。日本国内においては、「行動規範」、「行動基準」に基づいた「独占禁止法遵守ガイドライン」を制定しています。

また、「味の素グループ購買基本方針」において、取引先様に「法令、ルールの遵守徹底、特に自由競争を阻害する行為（価格カルテル等）

については厳格な対応を要請」しています。

汚職・贈賄は、企業の信頼を失墜させるだけでなく、人権侵害や貧困、環境破壊といった地域の発展を妨げる要因にもなりかねません。

味の素グループでは、「味の素グループ行動規範」および「行動基準」に則って、汚職・贈賄の防止に努めています。

6.1 独占禁止法等の遵守について  
6.1.1.  私たちは、各国における独占禁止法、競争法など、公正な競争

を確保するための法令およびこれらに関する社内のガイドラ
インを遵守し、公正で自由な事業活動を推進します。

6.1.2. 私たちは、競合する他社との間で、価格や販売・生産数量など
を共同で取り決め、競争を制限する行為（カルテル）や入札談
合を行いません。

6.1.3. 私たちは、単独で、またはほかの事業者と共同で、不正な手段
を用いて、競争相手を市場から排除したり、新規参入を妨害し
たりしません。

味の素（株）の行動基準（抜粋）

6.4 内外関係先、取り引き先との適切な交際・儀礼について
6.4.1 私たちは、贈り物や接待など、業務に関する慣習や儀礼について、良

識を持って行動します。
6.4.2 私たちは、お客様や取り引き先に対して、取引関係の構築や維持を目

的とした不適切な贈り物、接待、金銭の提供などの行為は行いません。
6.4.3. 私たちは、取引先に対して個人の利益を図るために贈り物、接待、金

銭を要求するなどの行為は行いません。

味の素（株）の行動基準（抜粋）

6.5. 公務員等への不適切な支出について  
6.5.1. 私たちは、公務員および公務員に準ずる者に対し、贈り物、接待、

金銭その他賄賂となる利益を提供しません。
6.5.2. 私たちは、国際的な商取引に関して営業上の不利益な利益を得る

ために、外国の公務員および公務員に準ずるものに対し、贈り物、
接待、金銭その他の利益を提供しません。

知的財産を守り、適切に使用する
味の素グループでは、自社の知的財産を重要な資産であると認識し、適切に使用するとともに、他者の知的財産についても、

侵害することがないよう細心の注意を払っています。社内の発明に関しては、発明補償制度を設け、発明者に補償金を支払っています。

　味の素グループでは、商標「味の素®」、「AJI-NO-MOTO®」の普

通名称化防止や、従業員の商標マインド育成を目的として、世界各国

のグループ会社向けに「商標の表記に関する規程」等の共通ルール

を14カ国語で作成するとともに、商標の基礎知識や「味の素®」をはじ

めとする商標の表記ルールを学ぶ「商標セミナー」を各国のグループ

会社で開催しています。

商標教育活動
　2012年度は、日本に加えASEAN6カ国（マレーシア、シンガポール、

タイ、ベトナム、インドネシア、フィ

リピン）、南米2カ国（ブラジル、

ペルー）の現地法人で商標セミ

ナーを開催し、計502名が参加

しました。 フィリピン味の素社での商標セミナーの様子
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さらにその職務発明が会社により実施されると、会社が得た利益に応

じて発明者に「実績補償金」が支払われます。発明の創出され得るグ

ループ会社においても、ほとんどの会社では同様の制度を導入してい

ます。

公正な事業慣行

　味の素（株）では、「新価値創造」と「開拓者精神」を基本に、グ

ローバル健康貢献企業グループを目指し、独創的な技術やコンテンツ、

ブランドなどの知的財産権の保護や有効利用に取り組んでいます。

　従業員が会社に譲渡した職務発明には、「出願補償金」が支払

われ、その職務発明が登録されると「登録補償金」が支払われます。

発明補償制度

　味の素（株）は、経済産業省・特許庁が主催する「平成25年度

知財功労賞」において、商標活用に関する産業財産権制度※1活

用優良企業として、経済産業大臣賞を受賞しました。これは、ブラ

ンドを守るための商標教育活動の取り組みと、世界共通のグロー

バル食品コミュニケ―ションシンボルの導入（132カ国に商標出

願）、国内公共施設で初となる「味の素スタジアム」ネーミングラ

イツの取得など、時代に合わせた手法を取り入れながらさらなるブ

ランド価値向上に努める企業姿勢が高く評価されたことによるも

のです。

　今後もブランドを大切な経営資源ととらえ、商標の活用を積極

的に推進し、全世界でブランド価値向上のための活動を継続して

いきます。

経済産業省・特許庁より「知財功労賞」を受賞

TOPICS

※1　特許権、実用新案権、意匠権および商標権に関する制度を「産業財産権制度」と総称 知財功労賞表彰式

インドネシアの風味調味料
「MasakoR」

世界各国の製品に使われているグロー
バル食品コミュニケーションシンボル




