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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調達の推進が必要となります。

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、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うことがないよう、

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、すべての購買取引において、公正・公平・透明・簡素を心がけ、お

客様をはじめ、すべてのステークホルダーの方々から信頼を得られるよ

う、お取引先をビジネスパートナーとして、法令を遵守し、契約を履行

味の素グループの購買基本方針

　味の素グループは、｢Ajinomoto Group Principles（AGP）｣のもと、

購買取引に関する基本方針として｢味の素グループ購買基本方針｣

を定めています。｢味の素グループ購買基本方針｣では、購買取引に

おけるCSRの実践と、お取引先に対するCSR推進の要請を謳ってお

り、その具体的なガイドラインとして「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」を位

置づけています。

CSR調達に関するガイドライン

Ajinomoto Group Principles（AGP）

味の素グループ購買基本方針

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

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

▶ 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

味の素グループの調達方針

3． 購買取引におけるCSRの実践
● 原材料等の購買取引は、商品の品質・安全性確保のため該当する法令、

「味の素グループ品質保証規則」および関連する諸基準を適用します。
● 直接購買する対象が、その生産、流通において、地球環境の保全に配慮さ

れており、児童労働や不法就労等の人権侵害に関わるものでないことを確
認します。

味の素グループ購買基本方針（抜粋）

4． お取引先への要請  
● 本「味の素グループ購買基本方針」の趣旨の理解と、共にサプライ

チェーンを構成するビジネスパートナーとしての協力を要請します。
● 経済合理性に裏付けられた合理化等各種提案の促進を要請します。
● お取引先に対し、コンプライアンス、人権、労働・安全、環境、品質・安

全等の期待事項を「サプライヤー CSRガイドライン」として明示し、
協働してCSRを実践していくことを要請します。

し、合理的に業務を遂行することを定めています。

　また、この｢味の素グループ購買基本方針｣の中では、｢遵法・購買

倫理｣、｢購買取引の原則｣のほか、お取引先とともに協働してCSRを

実践していくことを定めています。

　味の素グループは、「味の素グループ購買基本方針」に基づき、

購買取引におけるCSRの実践と、お取引先に対するCSR推進の要

請を実施してきました。今後も、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。
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　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」を制定しました。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。

　国内の主要グループ会社（味の素冷凍食品（株）、味の素ゼネラル

フーヅ（株））においても、お取引先にCSR観点での期待事項を明示

する文書を制定し、それぞれのお取引先へのお知らせ、協働要請を

進めています。

　今後は、「サプライヤーCSRガイドライン」の取り組みを順次、その他

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。

　味の素グループでは、製品の個別原材料について、その生産過程

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ます。

❶ 味の素（株）の取り組み

❷ 味の素グループ各社における取り組み

お取引先へのCSR観点での期待事項の明示

「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

お取引先への説明会の様子

味の素（株）「サプライヤー CSRガイドライン」（日・英）

　｢サプライヤーCSRガイドライン｣を制定後、味の素（株）は、説明会や

文書を通じてすべてのお取引先に対し、同ガイドラインに関するお知ら

せと協力要請を実施しています。さらに、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、2013年度より一部の直接お取引先に

対して自己診断をお願いし、そのフィードバックも実施しています。なお、

お取引先による自己診断およびフィードバックは、｢食の安全を保証する

体制強化｣と連動する形で進化させながら継続し、2015年度において

は、対象のお取引先数も拡大し推進する予定です。

　加えて、2015年2月には、意図的な異物混入による食品汚染を防止

する「フードディフェンス」に関しても同様に、お取引先説明会を開催し、

お取引先での自己診断の実施およびフードディフェンス監査への協力

を要請しました（お取引先230社、約400名が参加）。

　2015年度は、既存の「味の素グループ 紙の環境配慮調達ガイドラ

イン」の一部方針をより具体化し、環境に配慮した紙の調達における

実効性を高める取り組みを行いました。

　味の素グループは、すでに策定済みの上記「味の素グループ 紙の

環境配慮調達ガイドライン」、「味の素グループ 生物多様性に関する

考え方と行動指針」の他、今後、特に重要な原材料について、必要に

応じて個別の調達方針・行動計画を策定し、持続可能な調達を実践

していきます。

 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

 P62　人権：事業における人権への配慮   参照
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　重要原料の持続可能な調達を実践するにあたり、グループの重点

取り組み分野を定めています。まず、味の素グループの事業活動で利

用する様 な々原料を網羅的に把握した上で、社内関連部門に専門家、

NGO等の社外有識者を加えて分析を行い、グループ事業の依存の

大きさと地球環境社会の持続性へのかかわりの大きさの総合的視点

から、農産、森林生態系、水産の領域に特に重点的に取り組みを

推進すべき原料資源が存在すると判断しました。具体的には、農産

　原料である生物資源やそれを育む生態系は自然資本※1であり、

事業経営の元手と認識しています。事業活動の元手資本を毀損し

減少させるような利用の仕方は事業継続と成長を阻害します。そこ

で、持続可能な原料調達を確かなものとしていくために右表の考え

方を持っています。

重点取り組み原料の特定

原則となる取り組みの考え方

重要原料の持続可能な調達に向けた取り組み

資源ではアミノ酸類の発酵製造原料となる糖質系農作物とコーヒー

事業のコーヒー豆、森林生態系資源では消費者向け加工食品製品の

容器包装や事務用紙に使用する紙と、加工食品や化成品製造の機能

性原料となるパーム油、また水産資源では風味調味料「ほんだし®」

や削り節の大元原料であるカツオや冷凍食品等で製品を特徴づける

原料であるエビが挙げられます。

※1　国際統合報告フレームワーク「価値創造プロセス」を参照
※2　生物多様性条約「愛知ターゲット」目標4（ビジネスと生物多様性）の規定を参照。いわば、事

業プロセスの是非の視座を、従来の「環境にやさしい」（過去・現在よりも負荷が少ない）から「地
球に正しい」（地球持続性の目標に照らして適切）に発展させる

■ 価値創造プロセス（国際統合報告フレームワーク）

外部環境

長期にわたる価値創造（保全、毀損）

ビジネスモデル

リスクと機会

使命とビジョン

戦略と資源配分

実績 見通し

人的資本

社会・関係資本

自然資本

社会・関係資本

自然資本：空気、水、土地、生物多様性、生態系の健全性など

ガバナンス

イン
プット

事業
活動

アウト
プット

アウト
カム

自然資本

人的資本

財務資本

製造資本

知的資本

財務資本

製造資本

知的資本

※　国際統合報告協議会による原図をもとに味の素（株）で作図

①実務プロセスの改善

自然資本を減少させているような調達・利用の実務プロセスは、「原材料調達・利用の
影響が生態系の循環・回復の能力の範囲内に収まるように」※2 改善する。

②自然資本の回復・増強

自然資本を減少させないことに加え、事業活動を通じて環境社会に価値を生み出すよう、
自然資本を積極的に回復・増強させる。

③社会システムづくりへの協働・連携

持続可能な社会システムづくりに積極的にかかわる。調達活動を持続可能な自然資本
の回復・増強型の生産、サプライ／バリューチェーンの社会システムづくりに展開する。
サプライチェーンの最上流に遡って関与し、多様な関係者との協働・連携を図る。

④個別的、順応的なアプローチ

各資源・原料ごとの環境社会およびサプライチェーン上の課題に応じ、それぞれに効果
的な取り組み方法を採る。実際状況を把握（モニタリング）し、順応的に取り組む。
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　カツオ資源が持続的に調達・利用していけるかは、国際漁業である

カツオ漁業の国際管理の仕組みが確立され確実に運用されるかが重

要な要素です。国際漁業管理機関を構成する国家機関でも直接の利

害関係を有する漁業事業者でもない味の素グループとしては、国際管

理機関において持続可能な資源管理策の建設的な議論が展開でき

るよう、効果的な科学的知見の蓄積に貢献することが実効ある取り組

みと考えています。

持続的なカツオ漁業に向けての
国際管理の確立への貢献

　紙の持続可能な生産・消費のためには、FSC※1認証紙に代表される

持続可能な認証紙の主流化が最も効果的と考えます。また、パーム油

の場合と同様、持続可能な紙の調達・利用や森林生態系保全につい

ての日本国内の認識は低い状況です。そこで、味の素（株）では、自社で

使用する紙の環境配慮調達を進捗させるとともに、日本で責任ある紙

の調達・利用が主流化されることを目指した産業界・社会への働きかけ

を行っています。

　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、国内外の味の素グループで使用する事務

用紙、容器・包装用紙などについて、森林生態系保全に資する紙とす

ることを明示しました。

　2015年3月に、「方針2」の内容を一部改定し、FSCの管理木材由来

の紙を環境配慮紙として明示しました。これにより、森林生態系保全の

実質は確保しつつ、特に容器・包装用紙への環境配慮紙導入の実効性

が上がることを見込んでいます。このほか、国内味の素グループにおいて

は、名刺、社用封筒などにおいてFSC認証紙の使用が標準化されました。

　また、日本においては、森林生態系保全や地域社会とのかかわりにお

いてNGO等から問題が指摘されている特定の製紙業者の紙が流通し

ていることを踏まえ、関連サプライチェーン関係者との協議を行った上で、

持続可能な紙利用推進への取り組み

 P91　環境：国際的なカツオ資源管理の基礎を築くための
　　　「太平洋沿岸カツオ標識放流共同調査」   参照

 WWF：拡大する「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

■ 「味の素グループ紙の環境配慮調達ガイドライン」
　の具体的な方針
方針 1 FSC 認証紙および古紙利用 100％の再生紙の優先調達

方針 2 味の素グループが環境に配慮していると認めた紙を調達する

方針 3
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

　持続可能な調達・利用のテーマは、様々な環境・社

会課題が関係しているため、実効ある取り組みを行う

ためには、課題の生じている現場実態をよく理解して

順応的に推進することが重要です。企業として自らの

判断に基づき意思を持って責任ある行動をとるため

に、重要な課題現場は自らの目・耳で実際に確認して

います。

森林生態系にかかわる課題現場の視察

TOPICS

※1　FSC（Forest Stewardship Council）：森林管理協議会

味の素（株）がこれらの紙を不用意に調達し問題に加担することがない

ように、適切な措置を講じました。

　また、「持続可能な紙利用のためのコンソーシアム（CSPU）」の活動を

継続しています。CSPUは、2013年11月に責任ある紙の調達方針を持ち

自社における調達・利用はもちろんのこと、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重要だと考えた味の素（株）と日本企

業4社、WWFジャパン、（株）レスポンスアビリティが協働で設立しました。

2014年6月にさらに2社が参加し、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推進するととも

に、紙調達に関する世界的な動向についての

情報交換、またCSPUとして日本の主要サプラ

イヤーとの意見交換を実施しました。

味の素（株）CSR部 専任部長
（生物多様性・持続可能な調達担当）
杉本 信幸

　森林生態系（パーム油、紙）にかかわる課題現場の状況を確認するため、2014年11月、

インドネシア・リアウ州を訪問視察しました。リアウ州はパーム油や紙の不適切な生産による

森林破壊が激しい、国際的に懸念が大きい地域です。現地NGOの協力を得て、3日間、

約600キロメートルにわたり、自然と人間の営みの接点の実情の把握に努めました。事実と

して、自然公園・保護区であっても生態系の破壊と消滅は激しいものがあり、様々な社会問

題も存在するであろうことが見てとれました。同時に、その背景には多くの複雑で困難な問

題が絡み合っていることも理解されました。解決は決して単純

でも容易なものでもありませんが、味の素グループは自らの責

任ある行動と多様なステークホルダーとの協働・連携を通じ、

課題解決に向けて貢献していくよう継続して努力します。
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　パーム油の持続可能な生産・消費のためには、RSPO※2認証パーム

油に代表される持続可能な認証パーム油の主流化が最も効果的な取

り組みと考えます。そこで、味の素グループの各社では、自社で使用する

パーム油を認証パーム油にしていく取り組みとともに、味の素（株）では日

本の産業界や社会で認証パーム油が主流化されることを目指した関係

者との連携を進めています。

　味の素（株）は2012年8月にRSPOに加盟し、使用するパーム油関

連原料について2018年までに認証パーム油由来品への切り替えを完

了させる行動目標を掲げています。味の素（株）は年間約2,800トン相

当のパーム油由来の成分を含む原料を購入し、加工食品（約1,600ト

ン、60%）と化成品（約1,200トン、40%）の製造に使用しています。多品種

に及び、関係するサプライチェーン関係者も多いため、これらの原料を

認証パーム油由来品に転換していくためには、それぞれの購買原料ご

とに関係者との協議や連携が必要です。特に味の素（株）のようにパー

ム油にかかわるサプライチェーンの下流末端に位置する事業者にとっ

ては、サプライチェーン上流側の準備が整わないと認証パーム油は調達

できません。そこで、味の素（株）では2013～2014年にそれぞれのサプ

ライチェーン関係者に認証パーム油導入の意志を伝え検討を重ねてき

ました。あわせて、自社の業務プロセスにおいて、サプライチェーン認証

（SCCS※3）の取得の準備を進めました。また、SCCS認証取得ならびに

Mass Balance認証品の導入開始までのつなぎ手段として、Book and 

Claim方式で認証されたパーム油の購入を2014年に開始しました。

　これらの取り組みにより、2015年1月に化成品事業がSCCS認証

を取得し、2015年4月に食品事業の主要な１分野でSCCS認証の

取得およびMass Balance認証油への切り替えを行いました。さらに、

SCCS認証取得範囲ならびに認証油の導入量の拡大を順次進めて

います（右表参照）。

　また、国内外のグループ会社による事業においても、それぞれの状況

や課題に即して、取り組みを進めています。

　味の素グループの国内グループ会社では、味の素冷凍食品（株）と

味の素ゼネラルフーヅ（株）がパーム油由来の成分を含む食品原料を

購入しています。両社においてもこれら原料を認証パーム油由来品に

転換していくための計画の検討を進めています。味の素ゼネラルフーヅ

（株）では、まず、2015年度よりBook and Claim方式で認証されたパー

ム核油の購入を開始しました。また、海外グループ会社においても食品

製造原料としてパーム油を使用している法人がありますが、生産立地

による原料調達の状況、また顧客の関心の状況が各国・地域で大きく

異なっており、それぞれの課題に応じた取り組みが必要です。味の素グ

ループとしての持続可能な認証パーム油の主流化の必要性への認識

を共有しつつ、サプライチェーンの状況調査や認証パーム油の導入検

討をそれぞれ進めています。

持続可能な認証パーム油導入への取り組み

※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

※3　SCCS（Supply Chain Certification System）：生物多様性保全のための厳しい条件をクリア
し、RSPOから認められた農園でとれた持続可能なパーム油を使った製品を生産・販売し、消費
者の皆様にお届けできるようにする目的でつくられたサプライチェーンシステム

　残念ながら、持続可能な認証パーム油の調達・利用についての日本

国内の認識は極めて低く、認証パーム油を調達・利用したい企業にとっ

ては、実際の調達において困難に直面したり顧客や消費者の理解が得

られないなどの障害が多く存在しています。世界のパーム油市場の中で

取扱量が少ない日本市場では、日本語での情報が限られており、持続

可能なパーム油やRSPOについての最新の情報を入手するのが困難で

す。また多くの一般的な利用企業や消費者にとっては縁遠い存在です。

味の素（株）も含めRSPOに加盟し積極的に認証パーム油の導入に取り

組む日本企業は、RSPOラウンドテーブルの会合や総会に出席するなど

して、それぞれ努力を続けてきましたが、日本におけるこのような状況を

踏まえ、日本の関係者の協働・連携の必要性を強く共有しました。そこで、

2013年11月にインドネシア・メダンで開催されたRSPO総会に参加した

日本企業有志、WWFジャパン、認証機関などの呼びかけで、2014年よ

り日本における認証パーム油の普及促進を目的とした会合を開始し、広

く日本の企業関係者に参加を呼びかけながら定期的に継続しています。

味の素（株）は、2015年にはさらにかかわりを深めて日本産業界全体の

取り組み推進に貢献していきます。

■ 味の素（株）の認証パーム油導入の実績と計画

RSPOラウンドテーブルの様子

 赤：実績　青：計画

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

RSPO 加盟
★
8月

サプライチェーン
関係者との協議

SCCS 認証
取得率 ※4 70％ 90％ 100％

認証パーム油
導入率 ※4

Book 
and 

Claim
導入開始

15％
Mass 

Balance
導入開始

33％ 100％

※4　暦年ベース。2015年10月現在

56味の素グループ サステナビリティレポート 2015



公正な事業慣行

公正な競争の確保のために
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。

　味の素グループ各社では、定期的に独占禁止法研修を実施して

います。2014年度は、味の素（株）の国内営業担当者および国内主

要グループ会社の法務担当者を対象とする独占禁止法研修を実施

しました。

　今後も、継続的に独占禁止法研修を実施し、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

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）

　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※1」に参画。また、農園の自然環境や、従事する人 の々生活をより

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※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

※1　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

※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

 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

　味の素ゼネラルフーヅ（株）は2015年7月、従業員を対象としたセミナーを開催。

レインフォレスト・アライアンス日本代表の堀内千恵子氏およびコスタリカ在住の

農場指導マネージャーの榎本礼子氏をお招きし、グループ対抗のクイズ形式で実

施しました。従業員参加型のセミナーは、「レインフォレスト・アライアンス認証」や

コーヒー農園トレーニングの実情について、臨場感を持って知る機会となりました。

従業員を対象に、レインフォレスト・アライアンス
「コーヒー農園トレーニングの実情」セミナーを開催

TOPICS

参加者の声
● 生豆処理の排水の問題等、びっくりするような知らないこと

があり、コーヒー農園の知識を持ちたいと思った。

●  コーヒー産業が森林破壊に及ぼす影響が大きいことに驚いた。

森林を切り開いてつくられた
コーヒー農園
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　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。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。

発明報奨制度

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。

味の素（株）では発明を積極的に奨励しており、発明へのインセンティブや特許法への対応を目的とした発明報奨制度を設け、

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R」、「AJI-NO-MOTOR」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、商標の

基礎知識や「味の素R」をはじめとする商標の表記ルールを学ぶ 

　「商標セミナー」を国内および海外のグループ会社向けに継続的に開

催しています。2014年度におけるセミナー参加者は、味の素（株）およ

び国内グループ会社で計90名です。

　味の素（株）では、トレードシークレット（営業秘密）の漏洩防止を

目的とした委員会活動を立ち上げて、技術情報を中心に情報管理

の実態把握と改善策の検討を行っています。外部機関による診断

も受けて味の素（株）の課題を抽出し、組織・人による管理基盤の

整備や物理的・技術的に営業秘密漏洩を起こさせないモデル基盤

の構築を行っていきます。

　今後は、事業情報や営業情報の漏洩防止も委員会活動の対象に

加え、グループ会社への展開も行っていきます。

商標教育活動 「トレードシークレット漏洩防止」の取り組み

汚職の防止
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。

3.4.　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。

 P46　組織統治：外国公務員贈賄禁止法対応   参照
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