
公正な事業慣行

倫理的で誠実な
取引の実践

事業活動に不可欠な調達を、将来にわたって持続可能で安定したものにするために

CSR調達の推進が重要となります。

そのため、味の素グループだけでなく、お取引先をはじめとした様々な関係者と連携・協働し、

「サプライチェーン全体でともに学び、ともに強くなる」ことを目指しています。

また、公正で透明な取引のためには、役員および従業員が

公正・透明・自由な競争を阻害する行為を行わないことが必要であると考え、

一人ひとりの理解と意識向上のために、ガイドライン制定や周知徹底を図っています。
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公正な事業慣行

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、お取引先に対して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

けるお取引先へのCSR観点での期待事項をより詳細に明文化した

「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、お取引先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）とお取引先が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、お取引先がCSR

関連項目についての自己診断チェックを実施するためのツール（Self 

Assessment Questionnaire：SAQ）を策定し、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お取引先に対して、

自己診断をお願いしました。

　この自己診断チェックツールの活用によって、お取引先には自社の

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、お取引先におけ

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、サプライヤーCSRガイドラインの取り組みを順次

国内外のグループ会社の活動へと発展させ、各々のお取引先への展

開を図る予定です。

「サプライヤーCSRガイドライン」の策定

　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。

「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

■ “浸透”に向けた運用サイクル
　Self Assessment Questionnaire（SAQ）の活用

お取引先と連携したCSR調達の取り組み

お取引先による
改善活動

お取引先による
自己診断（SAQ診断）

改善点の提示
SAQ結果フィードバック

サプライチェーン全体で
ともに学び、ともに強くなる

調達方針の提示
「味の素グループ購買基本方針」
「サプライヤーCSRガイドライン」

味の素（株）「サプライヤーCSRガイドライン」（日・英）
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公正な事業慣行

　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、

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。
※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

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

▶ お取引先への 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、お取引先の自主的な 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/eco-friendly/		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

	 P54　人権：事業における人権への配慮			参照

重要原料の持続可能な調達に向けて
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公正な事業慣行

　食品や化成品など世界中で多用途に使われるパーム油の

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。

今後は中南米やアフリカにおいても生産の拡大が予想され、持続

可能なパーム油の生産・消費は地球規模の重要課題となっていま

す。こうした背景から、国際的な非営利組織RSPO※1が設立され

ました。年間約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）は2012年8月に、また（株）J-オイルミルズは2011年11月

に、RSPOに加盟しています。

　RSPOでは、「持続可能なパーム油」認証基準に適合する「認証

パーム油（Certified Sustainable Palm Oil：CSPO）」の主流化を

進めていますが、CSPOは安定的な入手への懸念やコストの問題

　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グループでは、2013年1月、コーヒーの生産と流通のサステ

ナビリティの強化・支援に取り組む国際的な非営利組織「4Cアソシ

エーション※２」に参画。また、農園の自然環境や、従事する人々の生

活をよりよい状態に保つ取り組みを推進する「レインフォレスト・アラ

イアンス※３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。

　味の素グループは2012年1月に「味の素グループ紙の環境配慮

調達ガイドライン」を制定しました。味の素グループで使用する事

務用紙（コピー用紙、社用封筒、印刷物など）、容器・包装用紙、販

促資材に使用する用紙について、紙製品の原料となる木材の伐採

にあたって現地における森林に関する法令に照らし手続きが適

切になされたことが確認できない紙を調達しない（方針3）とともに、

FSC認証紙および古紙利用100%の再生紙の優先調達（方針1）、

および味の素グループが森林生態系保全の観点から環境に配慮

していると認めた紙を調達する（方針2）ことを目指しています。現在、

それぞれの国・地域や紙調達・使用用途の状況や特性に応じた取

り組みを進めています。

　2013年11月、味の素（株）を含む日本企業5社と国際環境保全

NGOであるWWFジャパン、（株）レスポンスアビリティの協働による

「持続可能な紙利用のためのコンソーシアム（CSPU）」が設立され

持続可能な認証パーム油導入への取り組み

コーヒー豆の持続可能な調達

持続可能な紙利用に向けて

※1　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

※2　4Cアソシエーション（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ーストステッ
プの基準に適合するよう支援している

※3　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

	AGF（株）お取引先様とのかかわり
	http://www.agf.co.jp/csr/trust/index.html		リンク

	持続可能な紙利用のためのコンソーシアム
	http://www.wwf.or.jp/corp/2014/06/post_20.html		リンク

など多くの課題を抱えています。味の素（株）はサプライチェーン・バ

リューチェーンの直接の関係者との協議・連携を深め、これらの課

題に取り組むとともに、RSPOのラウンドテーブル会合や総会に積

極的に参画し、成果を自社の取り組みに反映しています。

　味の素（株）は、2014年よりBook and Claim方式で認証された

パーム油の購入を開始しました。さらに、Mass Balance品以上の

認証パーム油の導入に向けた主要部門におけるサプライチェーン

（SCCS）認証の取得の準備を進めています。

ました。2014年6月にはさらに2社が加盟しています。各メンバーが

それぞれの立場から環境や社会に配慮した紙利用を促進すること

で、持続可能な紙の利用を社会全体に拡大・浸透させていくことを

目指しています。

● 持続可能な紙利用を進めるための
情報提供

● メンバー間での定期的な情報共有

● 情報発信や普及啓発活動

● サプライヤーや取引先への取り組
みの拡大

CSPUの具体的な活動内容

	 P32　特集3：自然の恵みを、いつまでもお届けするために			参照

	 P32　特集3：自然の恵みを、いつまでもお届けするために			参照
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公正な事業慣行

　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。2013年度は、「米国独占禁止法遵守ガイドライン」および「欧

州競争法遵守ガイドライン」の説明会、海外グループ会社の購買担当

者を対象とした独占禁止法研修等を実施しました。2014年度も、国内

営業担当者を対象とする独占禁止法研修等を予定しており、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、

役員および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ています。

「行動規範」に基づき、日本国内においては「独占禁止法遵守ガイドライン」を制定し、

約20 社の海外グループ会社に対しては「米国独占禁止法遵守ガイドライン」および「欧州競争法遵守ガイドライン」を配布しています。

また、味の素（株）の「サプライヤーCSRガイドライン」において、お取引先に対し、公正・透明・自由な競争を阻害する行為を

行わないことを要請しています。

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問題の要因にもなりかねません。

味の素グループでは、「行動規範」に則って、汚職・贈賄の防止に努めています。

3.1.　独占禁止法等の遵守
3.1.1. 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、公正で自由な活動をします。

3.1.2. 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。

3.1.3. 私たちは、単独で、または他の事業者と共同で、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。

味の素グループ行動規範（抜粋）

3.4.　適正な交際・儀礼
3.4.1 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

識をもって行動します。
3.4.2 私たちは、お客様や取引先に対して、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。
3.4.3 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を行いません。

味の素グループ行動規範（抜粋）

3.5.　贈賄の禁止  
3.5.1 私たちは、国内公務員、外国公務員およびこれらに準ずる者に対

し、方法を問わず、贈り物、接待、金銭その他賄賂となる利益を提
供しません。

　味の素（株）では、営業部門における独占禁止法を主とした法

令遵守の強化の一環として、定期的な研修に加え、法律の存在を

身近に感じられるよう、キャラクター「まめまめ」が登場してストー

リーを展開する親しみのあるマンガ『まめまめ読本』を刊行し、

国内営業部門の全従業員に配布しました。

マンガで法的問題・リスクを「自分ごと」化

TOPICS

『まめまめ読本』

	P40　組織統治：外国公務員贈賄禁止法対応			参照
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公正な事業慣行

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。

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。

　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

発明補償制度

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。

　2013年度におけるセミナー参加者は、日本および米国で計125名

です。

商標教育活動

味の素ノースアメリカ社における商標セミナー

51 味の素グループ サステナビリティレポート 2014


	F1-34
	F35-72
	F73-138



