特集 3

地球とともに事業を続けるために
味の素グループは、
自然の恵みを活かして事業を行っているため、
生物多様性や自然資本が限りあるものであることを認識し、
それらを維持・保全することが重要であると考えています。
事業活動を行うほど、豊かで健やかな地球・社会の未来に貢献できるように。
私たちは持続可能な地球を目指し、様々な社外関係者と協力しながら、積極的に行動していきます。

「地球持続性」にかかわる世界の課題
生物多様性

水資源

森林資源

地球温暖化

22世紀までに失われる
生態系サービスの割合

2030年の世界の
水需要の、現在の
供給量に対する割合

2000年から2010年までの
10年間に世界で失われた森林

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

-60

※1

％

+40

※1 United Nations Millennium Ecosystem Assessment
※2 Chartering Our Water Future（The 2030 Water Resources Group）
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※2

％

年間

1,300

※3

万ヘクタール

+4

※4

℃

※3 Global Forest Resources Assessment 2010（FAO）
※4 Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007 (IPCC)

事業を通じて生態系・生物多様性に
貢献するために
生物多様性に対して
企業ができることを認識する

企業として責任ある行動を
率先してとる

20世紀の経済活動は、
結果的に地球環境や社会の危機を招くことに

こうした動向を踏まえ、
味の素グループは、
地球環境・生態系にかか

つながりました。
その反省から、
経済・環境・社会の3要素を総合的に評

る負荷を極力減らすとともに、
地球環境を見守り、
地球の生産能力を改

価しバランスをとろうとする
「トリプルボトムライン」の概念が提唱されまし

善する事業展開に取り組みます。
特に、
自然資源の調達・利用について

た。
しかしこの考え方も、
地球の資源に限りがあることや、
社会に様々な

は、
事業活動とかかわりが深い農林水産資源の持続可能な利用を確

ステークホルダーが存在することを反映しきれていないという課題があり

実にすることに努めます。

ました。

「味の素グループ環境理念・基本方針」
に生態系保全を事業基盤の

現在では、
人間の経済活動は社会があってこそ、
そしてすべてを支

最も根本的な要素として明記するとともに、
2012年には「味の素グループ

える地球環境があってこそ成り立つという理解が進みつつあります。
経

生物多様性に関する考え方と行動指針」
を策定し、
生物多様性への

済の分野でも、
地球環境を
「経済活動を通じて利潤を生み出すために

取り組みをグループの最重要課題の一つとして明確に位置づけました。

必要な元手」、
つまり資本と捉えた「自然資本」
という呼び名が広く認知

また、
事業活動における重要原料を持続可能な形で調達するために、

されるようになっています。

様々な調査や管理の取り組みを進めています。

様々な研究や調査によって、
人間による消費需要がすでに地球の生

一方で、
生態系・生物多様性にかかわる課題は、
一企業だけで解決

物生産能力を超えていることが明らかになっています。
これからの企業

することができない規模と複雑さを持つことも事実です。
地球環境全体

には、
こうした地球の状況を踏まえた上で、
増大する人々の需要に応え

を見据え広がりを持った取り組みを展開するためには、
社外ステークホ

る事業活動の在り方を模索することが求められます。

ルダーとの連携や協働が欠かせないと考えています。
志を同じくする他

生物多様性条約の「愛知ターゲット」
（21世紀型の持続可能な経済
＝グリーン・エコノミーに向けた世界共通の具体的行動目標）
では、
企業

企業や業界、
地域、
行政、
NGO・NPO、
研究機関や専門家などと協力
し、
より大きな活動の輪を築くことを目指します。

が
“持続可能な生産と消費の達成のために、
自然資源の利用の影響を
生態学的限界の十分安全な範囲内に抑える”
ことを規定しています。
こ

参照

P47 公正な事業慣行：CSR 調達の推進

れからはこうした「地球に正しい企業活動」
を認識し、
そのようなビジネス

参照

P75 環境：味の素グループの環境理念と環境基本方針

モデルにいち早く転換できる企業が持続的に成長・発展できると考えら

参照

P77 環境：味の素グループのエコビジネスモデル

れます。

参照

P84 環境：生態系・生物多様性の保全

1961 年〜 2008 年の 1 人当たりの
エコロジカル・フットプリントと生物生産力の変化
1 人当たりの gha ※5
3.5
3.0
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（供給）
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生物生産性

エコロジカル・フットプリント
（需要）

0.5
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環境活性コンクリート

通常のコンクリート

50％の不足
1人当たりの
消費量
2000

フットプリント
集約度
2008

人類の1年間の自然界に対する需要が、地球が1年間に再生産できる量を超え
てしまうことを
「エコロジカル・オーバーシュート
（生物学的な超過需要）」
と呼ぶ。
1人当たりの生物生産力の減少は、主に世界人口の増加が原因となっている。
※5

gha：グローバル・ヘクタール。1ghaは世界の平均的な生物生産性を有する土地1ヘクタールの
生産能力を表す

出典：WWF『生きている地球レポート 2012年版』

2009 年から消波ブロック大手の日建工学（株）
、徳島大学大学院 ソシオテクノサイエンス研究部
（上月康則教授）とともに開発した「環境活性コンクリート」
。コンクリートにアミノ酸を混ぜることで、
藻類の生育を促すなど、水域の環境活性にアミノ酸の技術が活かされています。
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自然の恵みを、いつまでもお届けするために
世界的なカツオ資源の状況
カツオは3大洋すべての熱帯～温帯水域、表面水温約15度以上

協働事業で、
海の恵み・カツオ資源を見守る

の水域に広く分布しているとされ、
世界中で利用されている水産資源

味の素（株）の「ほんだしR」の原料となるカツオも、
中西部太平洋

です。1950年代には20万トンだった世界のカツオ漁獲量は、
1980年代

の熱帯海域で漁獲されています。
ただし味の素（株）
は、
かつお節製

以降の大型まき網漁の拡大により急速に増加し続け、現在は年間約

造業者によって製造されたかつお節を購入しており、
カツオ漁業や

260万トンと、
50年間で10倍以上に増加していると推計されています。

資源管理には直接のかかわりを持っていませんでした。
ですが、
サプ

主要な漁場である中西部太平洋では年間約170万トンの規模で漁獲

ライチェーンを通じた間接的な利用者の立場だとしても、
カツオ資源

され、
ツナ缶などに加工されて世界中の人々の食卓に上っています。

に依存し恵みを享受している者として、
カツオ資源の保全と持続可

これだけの大規模な漁獲量のある魚種は多くはなく、
カツオ資源
がこれからも持続的に利用し続けられることは世界の人々の食にとっ
て大変重要な意味があります。中西部太平洋のカツオ資源は現在、
※1

能な利用のために果たすべき役割があると考えました。
そこで、
（独）水産総合研究センター国際水産資源研究所との共同
事業として、
2009年度より
「太平洋沿岸カツオ標識放流共同調査」
を開

WCPFC によって
“資源枯渇の状態ではなく過剰漁獲にもなってい

始しました。
（独）
水産総合研究センターにとって、
漁業・水産業とは直接

ない”
と評価されていますが、資源が健全な今のうちに、合理的で効

のかかわりがない民間企業との協働は他に例がなく、
資源の持続的利

果的な資源管理策が導入されることが必要です。
その議論の基盤を

用という長期の社会目標に向けての基礎調査研究における先駆的な

なすのがカツオの生態などの科学的知見です。

事例となっています。
現在、
この調査研究は、
水産庁を中心とした日本の

※1

カツオ資源調査計画全体の中で、
近海への来遊特性の解明や資源評

WCPFC： 中 西 部 太 平 洋 漁 業 管 理 委 員 会（Commission for the Conservation and
Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean）
。
中西部太平洋のカツオの資源管理を行う国際機関

価モデルへのパラメータ供給の点で、
重要な役割を明確に位置づけら
れ実施されています。

中西部太平洋カツオの主要漁法別漁獲量の経年変化

（1950 年〜 2012 年）
漁獲量（千トン）
2,000
1,800

参照

フルレポートP86 環境：カツオの生態を明らかにし、
その知見を広める
「太平洋沿岸カツオ標識放流共同調査」

日本におけるカツオ調査

その他
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1980

1990

2000

2010

（独）
水産総合研究センターと
味の素
（株）
の共同事業

水産庁事業

RSPOラウンドテーブルの様子

日本での持続可能な
パーム油普及を目指して

CSPU 会合の様子

持続可能な紙利用に向けた取り組み
紙は、人々の生活や企業活動に欠かせないものです。
しかしリ

※2

RSPO は、パーム油の認証基準の策定と持続可能な生産・利
用を促進するために設立された国際的な非営利組織です。年間約

サイクル可能な回数には限りがあり、古紙では対応できない紙質の
ニーズもあることから、一定量のバージンパルプが必要となります。

3,000トンのパーム油を含む原材料を使用している味の素（株）
と、製

特に日本は紙の生産・消費量が世界第3位と多く、一人当たりの消

油関連事業を主体とするJ-オイルミルズ
（株）
はRSPOに加盟し、活動

費量も世界平均の4倍になります。多くの紙製品や原料を海外から

しています。

輸入しており、世界の森林生態系の問題に深くかかわっているとい

特に日本においては、
持続可能なパーム油に対する社会の認識が

えます。

まだ十分とはいえません。加えて、
世界の中でパーム油の取扱量が少

世界の森林生態系に大きな影響を与えている日本の紙利用の状

ない日本市場では最新の情報を入手するのに困難が伴うことも、
日本

況を考える時、味の素グループは、
自社の調達・利用はもちろんのこ

企業の取り組みの大きな障害となっています。

と、持続可能な紙利用を社会全体で推進していくことへの貢献が

2013年11月、
インドネシア・メダンで開催されたRSPOラウンドテーブ

重要だと考えます。
そこで味の素グループは2012年1月に「味の素グ

ル会合に参加したWWFジャパンとRSPO会員日本企業有志は、
持続

ループ紙の環境配慮調達ガイドライン」
を制定しました。
また、味の素

可能なパーム油の普及へ向け志を同じくする日本企業による協働・連

（株）
は、WWFジャパンと
（株）
レスポンスアビリティ、紙の利用につい

携が必要であるという認識を共有しました。
その結果、
現在、
企業を中

て先進的な取り組みを行う企業が協働で設立した「持続可能な紙

心とする日本の幅広い関係者によって意見交換の集まりが開始され、

利用のためのコンソーシアム
（CSPU）」に参画し、活動しています。

味の素（株）
も参画しています。
※2 RSPO（Roundtable on Sustainable Palm Oil）
：持続可能なパーム油のための円卓会議

参照

P49 公正な事業慣行：持続可能な認証パーム油導入への取り組み

参照

P84 環境：生態系・生物多様性の保全

参照

P49 公正な事業慣行：持続可能な紙利用に向けて

参照

P84 環境：生態系・生物多様性の保全

リンク

持続可能な紙利用のためのコンソーシアム パンフレット
http://www.wwf.or.jp/corp/upfiles/20131119pcm_br.pdf

CSPUロゴマーク

日本企業有志による勉強会

RSPOラウンドテーブル会合の様子

WWFジャパン「持続可能な紙利用のためのコンソーシアム」パンフレット
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生産活動による環境負荷を最小限にする
グループ・グローバルで
共通基準を設けて活動を推進
アミノ酸の発酵製造では大量の水やエネルギーが必要であり、環

再資源化率

境への影響が大きいことを私たちは認識しています。味の素グループ

99.2％

（味の素グループ全体における
2013年度の再資源化率）

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排出量や排水汚濁負荷濃度、廃棄物発生量などの削減に

水使用量

国内外グループ共通の数値目標を定め、
実積を管理しています。

-71％

（味の素グループの全生産系事業所における
2013年度の水使用量原単位／対2005年度実績）

2011年度から2013年度までの3カ年で取り組んできた「2011-2013
年度 味の素グループ・ゼロエミッション計画」では、
水資源における取
り組みが進捗し、
目標を達成しました。一方、製品1トン当たりのCO₂

CO ₂排出量

排出量は、重量の重い製品を取り扱っていた事業が対象外になる等

-26％

（味の素グループ全体における
2013年度のCO₂排出量原単位／対2005年度実績）

の影響を受け、
目標達成はできませんでした。
2014年度からは、
2013年度までの活動実積を精査し、
新しく目標を
定めた「2014-2016年度 味の素グループ・ゼロエミッション計画」
をス
参照

タートさせています。
1 排水処理設備の沈殿槽（ベトナム味の素社 ビエンホア工場）
2 排水処理設備の曝気槽（タイ味の素社 カンペンペット工場）
3 排水処理設備の沈殿槽（ブラジル味の素社 バルパライソ工場）

1

4 生物脱窒素法を利用した排水処理プラント（ペルー味の素社 カヤオ工場）
5 活性汚泥の状態を観察（ペルー味の素社 カヤオ工場）

2

3

4
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P81 環境：
「味の素グループ・ゼロエミッション計画」と2013年度実績

5

「水リスク」の低減に向けて
立地から排水までトータルに管理

は味の素グループの地下水リスクは高くないと考えていますが、今後
も継続的に地域の水源に関する課題の把握や、必要なアクションの
検討を続けていきます。

現在、世界的に「水リスク」への関心が高まっており、事業活動で

また、取水だけでなく排水の量や水質も、操業のリスクになり得る課

多くの水を必要とする味の素グループでもより一層の取り組みが求め

題として取り組みを進めています。排水量の削減や、排水内の処理

られていると感じています。

対象物質の濃度低減については、
「味の素グループ・ゼロエミッション

味の素グループでは従来より、工場の立地基準として「水が豊富

計画」で目標値を定めて活動を続けています。食品・アミノ酸発酵製

で水質がよいこと」を含めてきました。その上で、発酵生産に必須の

造を行う工場では窒素分が多いなど、製造する製品が異なれば排

水を極力減らすよう、節水型のプロセスを採用するなどの努力を重ね

水の状態も違うため、各工場に合った設備を導入し、管理を行ってい

てきました。

ます。

こうした取り組みに加えて、
「14-16年度 味の素グループ環境中期

今後は、排水の浄化プロセスでも生態系機能を活用することがで

計画」では、新たに地下水に対する対策の推進を掲げています。地

きないか検討を進めます。工場の敷地外に水を排出する手前で、地

下水は有用ですが、汲み上げてしまうと元に戻したり循環させること

域の自然環境を再現したビオトープを通過させるなど、様々な手法に

が困難な資源であるため、特別なリスクの把握や管理が必要である

ついて可能性を検証していきます。

と考えました。
まず、現状把握のために世界各地の工場での地下水
の利用状況を調査したところ、
地下水を使用している工場では「各地

参照

P79 環境：味の素グループ環境中期計画

域での法規制の範囲内に収まるように管理をしている」
「リスクを確認

参照

P87 環境：地球持続性に貢献する技術・製品開発

しながら使用している」
ということがわかりました。
このため、現時点で

参照

P98 環境：水資源の保全

TO PI C S

グローバルマザー工場・川崎工場の徹底した排水管理

1914年に川崎工場が稼動し始めたころ、
多摩川沿いは芦原や畑

が変わるため、
排水の状態も一定ではありません。
そんな中で設

が広がる土地でした。
それから100年、
川崎市はベッ
ドタウンとして成長

備を安定運転するために担当者が細かい調整を続け、
現在では

し、
川崎工場にも住宅が隣接するようになっています。
周辺環境の変

「味の素グループ・ゼロエミッション計画」の排水目標値を達成・

化に伴い、
排水や臭気などにより一層の配慮が必要になっています。

維持できるようになりました。

2012年に新設した排水処理設備は、
毎日約4,000m³
（一般家庭の
約5,000世帯分/日）
の排水を処理しています。
この設備では、
微生物
の力を使って有機物や窒素を分解し、
さらに汚泥と上澄みの水を分
離するというプロセスを採用しています。
食品やアミノ酸を製造する川崎工場では、
日々製造する製品
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