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環境報告の対象組織

「環境」パートでは、「環境規程」に基づく「味の素グループ環境マネジメント」の対象範囲である、味の素（株）、連結子会社および環境マネジメント上重要な関係会社、
計109社（環境規程適用会社／ 2015年3月現在）における環境への取り組みを報告しています。実績集計の範囲は、主要108事業所（事業の再編や工場の新設・廃
止などにより、2014年度報告に比べ2事業所増加、2事業所減少）を対象としており、この範囲での集計は、連結財務会計制度上の味の素グループ※1全体の環境に関す
る実績を代表する内容です。
※1　味の素（株）、連結子会社および持分法適用会社
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環境

検し、必要な改善や新たな取り組みを検討します。
それぞれの事業所は、“地域住民の視点に立ち、
ありのままの姿をいつでもお見せする”事業所
となるよう努めます。

（マネジメント）
これらの活動を効果的、計画的、継続的に行い、
より貢献できるように変革していくために、味の
素グループの全ての組織において、環境マネジメ
ントシステムを活用します。
環境マネジメントシステムを他のマネジメントシス
テムと有機的に連携させ、継続的に改善します。
グループの構成員としてそれぞれが果たすべき自
らの役割と確保すべき力量を、グループの構成員
ひとりひとりが理解し、具体的な行動に結びつけ
られるよう、体系的な教育や啓発を行います。

（2011年4月改定）

て、自然共生型、低炭素型、資源循環型への社会変
革を目指し、食の持続性や生態系の保全・育成な
ど、人と地球の「いのち」に貢献する商品・サービ
スの提供と技術・システムの提案を推進します※9。

（協働）
地球環境や社会によい影響を及ぼすよう、お客
様、お取引先などサプライチェーン上の関係者に
事業活動を通じて働きかけます※10。世界全体と
各地域の両方のレベルにおいて、NGO、専門機
関、地域の人々など多様なステークホルダーとの
適切な連携・協働を推進します。あるべき社会の
枠組み作りへの提言を行っていくなど、社会にお
ける議論や合意形成に積極的に寄与します※11。

（情報公開）
味の素グループの考え方や取り組みの計画、実績
について、体系的にまとめ、定期的に報告します。
ステークホルダーとの対話を行い、これを通じ、私
たちの活動に対する自己評価が妥当かどうかを点

（依存と影響の把握）
世界全体と各地域の両方のレベルにおいて、グ
ループの事業活動が依存する地球環境、社会につ
いて、その状況をタイムリーに把握し、評価します。
また、グループの事業活動がこれらに与える影響
について定量的、体系的に把握し、評価します。

（負荷の極小化）
世界各国・地域において環境規制等を徹底的に
遵守し、また、国際的な基準・規格等に的確に対
応します。さらに、自主的に守りまた挑戦すべき
基準を定め、味の素グループの全ての事業活動※6

から生じる環境負荷や生態系への影響を極小化
することを追求します※7。
資源の利用効率の最大化を追求し、生物多様性・
生態系が保全される量・やり方で自然資源を調
達するよう努めます※8。

（価値提供）
味の素グループの知見、技術、能力、資産を活かし

環境理念

環境基本方針

味の素グループの環境理念と環境基本方針
味の素グループの環境理念と環境基本方針は、事業活動から生じる環境負荷の極小化の取り組みをベースに置いていますが、

さらにグローバル企業の責務として持続可能な社会の実現へ貢献していく姿勢を示すため、

「味の素グループ環境理念・環境基本方針」を2006年に改定しました。

現在、地球環境・社会の持続可能性への問題はさらに深刻さを増し、企業活動を取り巻く状況や枠組みは大きく変化しており、

味の素グループに対しての期待もますます高まっています。

そうした状況の中で、味の素グループは2009年に創業100周年を迎え“いのちのために働く”存在になることを約束しました。

そして、事業活動を通じて持続可能な地球社会の実現に貢献していくことをより明確に示すため、「味の素グループ

環境理念・環境基本方針」を改定し、2011年4月より適用しています。

また2012年1月、「味の素グループ	生物多様性に関する考え方と

行動指針」を制定しました。

 環境理念・環境基本方針
 http://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/e-philosophy/  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

味の素グループ環境理念・環境基本方針（2011年4月改定）

（前文）
味の素グループの事業活動は、国際社会と世界各地の地域の人々から寄せられる信頼 ※1に支えられ、健やかな地球環境 ※2、平和で豊かな人々の暮らし※3の上
に成り立っています。また、これらの健やかさや豊かさは、個々の地域の生態系や社会の多様性と深く関わっています。
しかし、現代社会は、資源やエネルギーなどの利用においても、温室効果ガスや廃棄物、化学物質などの環境負荷排出においても、地球が支えられる限界を超
えて拡大を続けています。このような人間活動は、生物多様性の損失や気候変動などの脅威をもたらし、自然災害増大、水不足、食糧不足など、「いのち」の
危機に直結する問題として人々の暮らしを脅かしています。また、開発途上国における急速な経済発展は、地球環境課題の深刻化に拍車をかけています※4。
地域の多様性を損なわない経済の発展が望まれます※5。
私たち味の素グループの事業活動も、少なからず影響を与え、また影響を与えられています。私たちは、味の素グループが社会になくてはならない存在であり続け
たいと強く望んでいます。そのためには、現代社会を自然共生型、低炭素型、資源循環型に変革していくことに貢献する事業活動を行っていくことが必要と考えます。

（主文）
私たち味の素グループは、「いのち」のために働き、持続可能な社会の実現に貢献します。
地球上の各地で個性豊かな多様ないのちの営みのつながりが維持され、将来世代にわたるすべての人々が健やかな地球環境の中でよりよい暮らしを享受でき
ることを目指し、事業活動を行い、社会とともに成長します。
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❹ 生物多様性に関する国際的な規則や取り決め
を遵守します。

（サプライチェーン管理）
❺ 生態系や生物多様性に配慮して生産された原

材料の使用を推進します。
・使用する原材料の生産地の状況を把握します。
・生態系や生物多様性の破壊にかかわる生産地

や供給経路からの調達を避けます。
・天然水産資源等の資源量調査や資源管理に

貢献します。

❻ 生態系や生物多様性に配慮した輸送方法の
使用を推進します。

・外来侵入種問題を認識し、原材料や商品の輸
送における不用意な生物の移動に伴って各地
の生態系を撹乱しないように、輸送方法の選
択に配慮します。

（価値提供）
❼ 生態系や生物多様性への負担が少なく、人と

地球のいのちに貢献する商品・サービスや技
術・システムの開発を推進します。

（敷地管理）
❽ 事業所敷地の環境を地域の生態系や地域社

（生物多様性問題への取り組み方）
❶ 生物多様性に関する問題と、気候変動、水資

源の減少、廃棄物処理などの他の環境問題と
は相互に密接にかかわり合っており、分けて
考えることはできません。この相互の関係性
を考慮し、生物多様性の保全や生物資源の持
続可能な利用への取り組みと、温室効果ガス
の排出抑制や資源の有効活用、廃棄物の削減
などの他の環境負荷低減への取り組みとが相
互に効果的となるように取り組みます。

❷ グループの事業活動と生物多様性との関わ
り、すなわち、グループの事業活動が生態系
や生態系サービスにどのように依存している
か、また、どのような影響を与えているかを把
握します。

❸ その上で、事業活動の影響のネットポジティブ
化 ※を意識し、事業活動が生物多様性に与え
る影響を減らし生態系の持つ再生産能力や
物質循環能力の範囲内で行われるように改善
していくとともに、生態系の回復にも寄与する
ことを目指します。

生物多様性行動指針

※1　企業としての存在、操業、成長に対する、社会から
与えられるライセンス

※2　操業継続のための生態系（環境）的リソース。グルー
プの生産活動などに必要な原料・エネルギー・遺
伝資源はもとより、人々の暮らしに欠かせない多様で
豊かな生態系サービスを提供する、地球の「いのち」
の基盤。健やかな生態系は生物多様性がもたらす。

※3　操業継続のための社会・経済的リソース。食、バ
イオ・ファイン、健康・医薬の味の素グループの事
業領域は、人々の暮らしの中に市場を持つ。

※4　開発途上国は、地球全体の生態系にとって重要な
役割を担う生態系を有している。これまで先進国
が行ってきたような生態系に過度の負担を与えるよ
うなやり方による開発途上国の急速な経済発展は、
これら地域の脆弱な生態系やこれに依存している
地域の社会に危機をもたらし、結局、地球全体の
危機にもつながる。

※5　いわゆる、経済のグローバル化の負の影響として、グ
ローバルレベルでの効率性追求がローカルレベル
の多様性を失わせてしまいがちなことが課題である。

※6　事業のサプライチェーンや商品・サービスのライフ

サイクルなどの全体の範囲。
※7　具体的には、例えば、
　　・「味の素グループ・ゼロエミッション」計画 など。
※8　2010年10月の生物多様性条約第10回締約国会議

（CBD-COP10）で採択された新戦略計画「愛知ター
ゲット」において、遅くとも2020年までに、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
内に抑えることが、国際社会の戦略目標の一つとし
て合意された。

※9　具体的には、例えば、
　　・より少ない食資源の消費でより豊かな“おいしさ”

を可能にすること、
　　・生態系や生態系サービスの修復・回復などへの 

貢献、
　　・事業活動による資源・エネルギーの使用（負の影響）

より、利用していただくことで社会においてより大き
な削減などの効果（正の影響）を生む使用商品・サー
ビス・技術・システムの提供、提案（トータルで正の
影響を与える＝ネットポジティブ）

　 ・ライフサイエンスの知見・技術による、生態系や生
物資源の機能などを活かした商品・技術の開発 など。

※10　具体的には、例えば、
　　・農畜水産物の一次生産者に対する、安全で持続

　可能な食資源の確保に向けた支援
　　・消費者・生活者に対する、エコライフ提案 など。
※11　具体的には、例えば、
　　・政策提言、
　　・国際会議などへの参画、国際規格・基準・ガイド  

　ラインなどの制定への参画、
　　・業界横断的な自主的取り組みのイニシャティブ
　　　（リーダーシップ）発揮、
　　・国際機関、専門機関、NGO・NPO、各種イニシャティブ
　　　などへの参画 など。

※　正味でプラスの影響を与えること。

味の素グループ 生物多様性に関する考え方と行動指針（2012年1月制定）

会と調和したものにします。
  ・事業所の果たすべき基本的機能と周囲の生態

系の相互向上を目指した、事業所敷地や植生
の設計、管理を進めます。

  ・地域における水資源の循環に配慮した取水と
排水、水の利用を行います。

（協働）
❾ 広く社会と協働することで、生物多様性への取

り組みを推進します。
・味の素グループが行う生物多様性の保全と生

物資源の持続可能な利用に関する状況や活
動を公表し、社会からの評価を取り組みの改
善に活用します。

・生物多様性への取り組みをより効果的に展開
するために、行政、専門家、NGO、地域社会、
他の企業等と協力します。

● 啓発活動などにより、社員はもとより社会各
層における生物多様性についての理解促進に
貢献します。

10

　味の素グループの事業活動は、農、畜、水産資源や遺伝子資源などの自然の恵みに大きく依存しています。これら自然の恵みは、多様な生物とそれらの
つながりによって形作られる健やかな生態系やそれを支える生物多様性によって提供されています。したがって、生物多様性は、事業の存続・発展を考
える上で最も基本的な要素であり「事業活動の基盤」と言えます。また、人々のいのちと暮らしを支える「地球のいのちの基盤」でもあります。
　しかし、生物多様性は現在、過去に類を見ない速度で失われており、生物多様性の保全が世界的に喫緊の課題となっています。
　私たち味の素グループは、グループ理念の中に「いのちのために働く」ことを掲げ、人々が平和で豊かに暮らせる持続可能な社会の実現のために事業
活動を通じて貢献したい、そして、その社会の中で将来にわたって長く必要とされる企業であり続けたいと願っています。そこで、自らの「事業活動の基盤」
であり「地球のいのちの基盤」でもある生物多様性への取り組みをグループの最重要課題の一つと認識して、その保全と持続可能な利用に取り組みます。
　そのために、以下の行動指針を定めます。
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味の素グループのエコビジネスモデル

　味の素グループでは、「地球とともに」「社会とともに」の視点で、

ライフサイクル全体で環境への取り組みを進めています。

　「事業を通じた環境貢献」を目指すとき、私たちの直接の事業領

域にとどまらず、そのより上流・下流に視野を広げ、積極的に持続可

能な地球環境や社会づくりにかかわっていく必要があります。

　従来、地球・生態系に近い資源・原材料は、製造業にとって、“購

入するもの”という意識でしたが、未来にわたって健やかな地球環境

を持続させていくためには、生物多様性への視点をベースに、農・

畜・水産業などの一次産業の方 と々連携を深め、私たちの技術や強

みを活かした連携を強化していくことが重要になります。

　また、社会の持続可能性を意識したとき、社会から学び、影響を

与えていく姿勢も不可欠です。消費者や、社会の様 な々団体・企業の

方々のご意見や優れた仕組みも取り入れながら、従来の製品やサー

ビスの環境価値を高め、新たな環境価値を生み出すことで、本業を

通じて社会貢献することが不可欠だと考えています。また、店頭や広

告など、様 な々場面でエコライフスタイルや、エコビジネスを促進する

ご提案もできると考えています。

　すなわち「地球とともに」「社会とともに」。この二つの視点で事

業革新を進め、地球環境への“負荷”はより小さく、地球と社会への

“貢献”はより大きくし、味の素グループのビジネスの環境効率＝環

境価値を高めることで、人と地球のサステナブルな未来の実現に貢

献していく。これが、私たちの目指す「エコビジネスモデル」です。

持続可能な
地球環境

持続可能な
社会

事業活動による環境負荷を極小化し、環境問題の解決に寄与する
製品・技術の開発・提供を進めるとともに、農・畜・水産事業者や
サプライヤーの方 と々連携し、持続可能な原材料調達を行います。

豊かで健やかな、永続可能な地球環境のために。
様々な地球環境問題を解決するために。

〜B to Nの視点〜
Business to Nature

地球とともに

様々な組織・ステークホルダーとのコミュニケーションを強化す
るとともに、環境に配慮した製品・サービス・技術の提供を進め
ます。

豊かで健やかな、持続可能な社会を実現するために。
おいしく、楽しく、健やかなエコライフを推進するために。

〜B to Sの視点〜
Business to Society

社会とともに

地 球とともに
〜B to Nの視点〜

Business to 
Nature

社 会とともに
〜B to Sの視点〜

Business to 
Society

自然の恵みに付加価値をつけて皆様にお届けすることが私たちの仕事です。

こうした事業を行えば行うほど、豊かで健やかな地球環境と社会の構築に貢献できる―。

それが事業を通じて21世紀の人類社会の課題解決に貢献することを目指す、味の素グループのエコビジネスモデルです。

■ 味の素グループが目指すエコビジネスモデル

　「地球とともに」「社会とともに」の視点で、21世紀の課題解決に貢献
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味の素グループ環境中期計画
味の素グループは、3カ年ごとに定める「味の素グループ環境中期計画」に基づき環境への取り組みを進めています。

2014年度からは、2014-2016年度「味の素グループ環境中期計画」を設定し、活動を推進しています。

あるべき姿　
健やかないのちの営みのために、人類の基本課題である、「地球持続性」「食資源」課題解決のために、味の素グループの事業を通じて貢献している

■ 2014-2016年度「味の素グループ環境中期計画」

主要項目 重点項目 2014年度実績 参照先

B	to	N※1　地球とともに

事業活動に伴う排出
の極小化／ゼロエミッ
ション計画の推進

 ・各事業所におけるロードマップの策定
と実行

・2014年度のゼロエミッション実績

    ・新たな目標「再生可能エネルギー利用比率」15%を達成した
      海外のバイオマスボイラー導入・安定稼働等が貢献した

P38、
P85〜89

生物多様性の保全と
生態系サービスの
持続可能な利用

・重要原料を特定し、特性に応じて
 ステップを踏んで実態を把握し、実行
計画を策定する

 ・地域生態系の特性に応じて、ステップ
を踏んで実態を把握し、実行計画を策
定する

 ・パーム油：持続可能な調達が事業ベースで進展
　・2015年1月に化成品事業がSCCS認証を取得した
　・2015年4月に食品事業の主要な1分野がSCCS認証を取得し、Mass Balance認証油に切り替えた

P56、P90

 ・カツオ共同調査：新型の記録型標識を使用した調査に進展
  成果は国際資源管理機関の議論に反映。専門家から高い評価を得た

P35、
P91〜92

 ・紙(国内)：「持続可能な紙利用のためのコンソーシアム」に参画
  サプライヤー協働ヒアリング等成果を反映し、「味の素グループ 紙の環境配慮調達ガイドライン」を改定 P35、P55

B	to	S※2　社会とともに―環境課題解決に貢献する

事業・商品・サービス
を通じた環境への貢献

 ・農林水産資源の効率的な活用 

 ・農林水産資源を代替できる製品・
  技術の開発

 ・「ほんだし®」容器包装の省資源化・新技術導入
  （60ｇ瓶キャップを食品分野業界初のバイオマス度90％以上の素材に切り替えた 等）
  →第11回エコプロダクツ大賞エコプロダクツ部門環境大臣賞を受賞

P40

 ・商品の環境影響度評価（LCA）を実施し、外部保証を取得
  （AGFスティックコーヒー、味の素冷凍食品（株）商品　各1品） P95〜96

 ・コプロを活用した「高付加価値肥料」、葉面散布剤の国内発売
 ・乳牛用リジン製剤「AjiPro-L®」の販売地域拡大等を推進 P97〜98

情報発信、
コミュニケーション、
社会との協働の推進

 ・各地域・事業所において、環境への
 取り組みについて社会とのコミュニ
ケーションを推進する

〈社外表彰〉
 ・第17回 平成26年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰対策活動実践・普及部門
  (対象：「九州力作野菜®」「九州力作果物®」プロジェクト共同体）
 ・第11回エコプロダクツ大賞エコプロダクツ部門環境大臣賞（対象：「ほんだしR」容器包装）
・第18回環境コミュニケーション大賞「持続可能性報告書大賞環境大臣賞」
  （対象：サステナビリティレポート2014）
・第3回「いきものにぎわい活動コンテスト」審査員特別賞（農水省・環境省主幹）
  （対象：カツオ調査の取り組みと普及啓発活動）

P37、P40

〈格付け・評価〉
・ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス2014
  （環境､人事･労働条件､CSR､IR等）：FAO食品製造分野で日本初の「World Index」に選定
・CDP2014（環境項目に特定）：環境パフォーマンス評価ランク D（2013）→ C（A-Eの5段階評価）

P3

 ・社会との対話を行い、味の素グループ
に対する評価を確認し、次の取り組み
に反映する

・従業員と生活者、子どもの直接対話の場づくり
 ・エコプロダクツ2014 グループ企業4社共同出展
・出前授業（環境版）の実施、環境学習イベントへの出展
 ・第4回「味の素グループ サステナビリティフォーラム」
　九州のECOな農業を活性化せよ！ バイオマスリンクin 佐賀

P37、P41、
P119〜123

確かなマネジメント

法対応力の強化

 ・社内外の法改正情報入手源の確保 ・法令逸脱 1件

P106〜107
 ・入手した法改正情報を、管理基準
 手順に反映する仕組みの確実な運用

・法令研修のカリキュラム充実、実施回数増（2→3回/年実施）

マネジメントシステム
の有効性向上

 ・事業活動のPDCAをしっかり回す、
回せる力量の向上を図る

・環境事故 2件 P106

・グループ環境監査を10法人18事業所実施。重大なEMS上の指摘事項なし P106

※1　B to N：Business to Nature　　※2　B to S：Business to Society
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「味の素グループ・ゼロエミッション計画 」と
2014年度実績
味の素グループでは、あらゆる事業分野から発生する環境負荷の極小化を目指して、

グループ共通の「味の素グループ・ゼロエミッション計画」に基づき、その着実な実施に努めています。

年度ごとに実績のレビューを行って進捗を管理するとともに、さらなる負荷極小化を目指し、対象や目標などを改定しています。

現在は、2014-2016年度「味の素グループ・ゼロエミッション計画」に基づき、目標達成に向けて取り組んでいます。

　2014-2016年度の中期計画は、グループ全体目標として以下の目標を設定しました。

　2016年度の目標達成に向けて、各事業所でロードマップを策定し、活動を始めています。

　2014-2016年度「味の素グループ・ゼロエミッション計画」

味の素グループの全生産系事業所に
おける2016年度の排水量原単位

（対2005年度実績）

味の素グループ全体における
2016年度のCO2排出量原単位

（対2005年度実績）

味の素グループ全体における
2016年度の再資源化率

-70％

-35％

99％

水使用量・排水量

CO2排出量

再資源化率

以上

・ アミノ酸発酵関連製品の製造排水に含まれる高濃度の窒素やBOD成分などの濃度低減の目標値
を定めています。

・  大切な水資源は、使用量だけでなく排出する量も操業のリスクになり得る課題として、水使用量
及び排水量原単位を2005年度比で70％以上削減することとしました。

・  地下水を利用している事業所では、その地域の水源に関する課題などを把握し、必要なアクション
を検討しています。

・ 2011-2013年度計画に引き続き、温室効果ガスの中でも化石燃料由来のCO ₂に焦点を当て、
  全世界の味の素グループ全体で排出量原単位を2005年度比で35％以上削減することとしました。

・ 国内生産系事業場については、省エネ法における事業者義務を参考に、毎年1％の削減を積み
上げ、2016年度にCO₂排出総量を2005年度比で11％削減の49.6万トン以下にすることを目標と
しました。

● 追加指標
「再生可能エネルギー利用比率の向上（グループ全体で15％以上）」を目指すこととしました。
海外事業所での各地域でバイオマス由来エネルギーの活用や、国内外全事業所での、エネルギー
使用量極小化を進めます。

● 変更目標
廃棄物削減の指標を見直し、お客様にムダなくよい商品をお届けできるよう、「トラブル由来廃棄
物ゼロ化 ※1」を目指すこととしました。

・ 全事業分野において、「安定生産の継続」「プロセス改善（省資源・収率向上）」「原料・包材廃棄
を生まない事業計画の立案と遂行」「適切な原料の調達と管理の継続（サプライヤーとの協働）」
などを通じて実施します。

水資源の保全

温室効果ガス削減

廃棄物の3R

※1　トラブル由来廃棄物：製品や仕掛品、もしくは製品の製造に用いる原材料が、トラブルにより廃棄に至ったもの

85 味の素グループ サステナビリティレポート 2015



環境

■ 受賞事業所一覧

優良事業所表彰制度

対象事業所 受賞に至った主な活動

生産部門

ブラジル味の素社ラランジャル・パウリスタ工場 排水処理設備・バイオマスボイラーの安定稼働により環境負荷削減。水の循環使用を開始

ベトナム味の素社ビエンホア工場 冷水塔水使用により水使用量大幅削減、ESCO事業でバイオマスボイラー導入・安定稼働

デリカエース（株）上尾事業所 水、エネルギー使用状況を丁寧にウォッチし安定生産を継続、環境負荷を削減

味の素パッケージング（株）佐野ギフト工場 負荷を低く抑えて安定稼働、細やかな取り組みを維持、継続しCO2排出量削減

味の素ファインテクノ（株）群馬工場 4つの省エネ施策を実行、効率的に安定増産を行いCO2排出量原単位削減

味の素（株）川崎事業所 省エネプロジェクト、河川水使用量削減の取り組みを行い目標達成を維持

オフィス部門

味の素（株）東北支社 組織の基本方針を立て、社員に負荷を与えないことを念頭に節電を推進、CO2排出量削減

味の素（株）研究所（川崎） スマートエネルギー施策に沿って職場単位および個別で対策実施、CO2排出量削減

味の素（株）京橋本社 空調熱源の地域冷暖房採用、照明 LED化､クールビズ等の施策を継続、目標達成維持

味の素（株）物流企画部 営業部門、事業部門の返品削減､需給バランス改善等により廃棄商品削減、適切な資源化継続

ベトナム味の素社ビエンホア工場長（左）へ
馬島英治生産戦略部長（当時）（右）より
表彰楯の贈呈

味の素パッケージング（株）佐野ギフト工場のメンバー

ブラジル味の素社ラランジャル・パウリスタ
工場長（左）へ田中清生産戦略部環境・安全
グループ（当時）（右）より表彰楯の贈呈

味の素（株）東北支社のメンバー

■ 2014-2016年度「味の素グループ・ゼロエミッション計画」の主な数値目標と実績

対象項目 対象部門 2016年度達成目標
実績 目標（参考）

2012年度 2013年度 2014年度 2020年度イメージ

水資源

排水汚濁負荷濃度
（ＢＯＤ、ＴＮ）

全生産系事業場 BOD≦１０ppm　TN≦５ppm
18/35
事業所達成

23/36
事業所達成

27/35
事業所達成

BOD≦10ppm
TN≦5ppm

水使用量原単位
（対生産量）

全生産系事業場
７０％以上削減
＜対2005年度実績＞

61%減 71％減 73％減
70%+α以上削減
＜対2005年度実績＞

排水量原単位
（対生産量）

全生産系事業場
７０％以上削減
＜対2005年度実績＞

66%減 71％減 75％減
70%+α以上削減
＜対2005年度実績＞

CO₂
排出量

ＣＯ２排出量原単位
（対生産量）

グループ全体
（全生産系＋非生産系）

３５％以上削減
＜対2005年度実績＞

24%減 26％減 28%減 検討中

CO₂排出総量 国内全生産系事業場
49.6万トン以下※2

＜対2005年度実績の11%減＞
34.8万トン 34.8万トン 35.1万トン

47.4万トン以下
＜対2005年度実績の
15%減＞
*毎年1%削減

再生可能エネルギー
利用率

グループ全体
（全生産系＋非生産系）

15%以上 9% 10% 15% 検討中

廃棄物の
3R

資源化率
（廃棄物＋副生物）

グループ全体
（全生産系＋非生産系）

99%以上 99.2% 99.2％ 99.4％ 99%以上

廃棄物発生量
（報告実績ベース）

グループ全体
（全生産系＋非生産系）

トラブル由来廃棄物発生量ゼロ
基準年実績
の収集

検討中

　味の素グループでは、事業活動全領域において発生する各種環

境負荷の極小化を、グループ一体となってより一層推進し、またその

活動の励みにすることを目的に、「味の素グループ・ゼロエミッション

計画」のグループ目標達成に貢献した事業所を「優良事業所」とし

て表彰しています。

　表彰は「ロードマップを策定し着実に推進している

こと」「数値目標を達成していること」を基準としてお

り、2014年度は以下の生産部門6事業所、オフィス部

門4事業所を表彰しました。ベトナム味の素社ビエン

ホア工場とブラジル味の素社ラランジャル・パウリスタ

工場は、海外の生産系事業所で初めての「優良事業

所」になりました。

※2　基準年（2005年）55.8万トン
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水資源の保全

廃棄物の3R

　2014年度の実績概要

　2014年度の実績概要

　2014年度は、基準年の2005年度に比べ水使用量、排水量ともに

約140百万トン削減、水使用量原単位で約73％削減し前年より進捗

しました（目標：70％以上削減）。

　味の素グループでは、有限な資源をムダなく使い、廃棄物の発生

量抑制に取り組むとともに、発生したものについては徹底的に有効

利用し、99％以上再資源化することを目標としています。特に「アミ

ノ酸製造」では、副生物の資源化や新技術の導入による生産効率

の向上を図っています。また、「食品製造」においては、ムダになる原

　2014年度も、前年に引き続き水使用量について冷水塔水の活用によ

る間接冷却水の削減や、工程に使用している水の場内循環活用による

削減の取り組みを着実に進めました。これに伴い排水量も削減しました。

料や包材を極小化するため、販売予測の精度向上やきめ細かな調

達などを進めています。

　2014年度は、生産量が増加したこともあり前年と比べて発生量が

増えましたが、副生物のコプロとしての活用を中心に有効活用を推

進、リサイクル率99％以上を維持しています。

■ 水使用量 単位：百万t
基準年 実績

2005年度 2012年度 2013年度 2014年度
比率（％） 比率（％） 差

水使用量 222 100% 110 82 79 100% -143
日本 83 38% 46 34 30 39% -53
アジア・アフリカ 82 37% 35 22 23 29% -59
欧州 29 13% 14 13 11 14% -18
北米 3 2% 5 5 5 7% 2
南米 18 8% 8 7 7 9% -11
中国 6 3% 1 1 1 2% -5

使用量原単位（製品1tあたり原単位） 123 ー 48 36 34 ー ー
水使用量原単価削減率 ー ー 61％ 71％ 73％ ー ー

参考値　生産量（万t） 180 ー 230 226 235 ー ー

2005

2013

水使用量（百万ｔ）
0 10050 150 250200

河水・井水（間接冷却水）
河水・井水（プロセス利用）

その他
工業用水

222151 26 40

5

2014 7927 17 28
6

（年度）

34 12 31
6

82

資源化率（%）

副生物

廃棄物

250

200

150

100

50

0
20132012 （年度）

21 20 20

99.2 99.2 99.4

2014

100

80

60

40

20

0

（%）（万t）
232 221 230

排水量（百万ｔ）
0 10050 150 250200

間接冷却水放流
排水処理後放流

その他（公共下水等）

2005 204151 47

6

（年度）

2013 7434 29 11

6627 11282014

4%
その他

飼料

11%

肥料・肥料原料

84%

■ 水使用量の推移

■ 副生物・廃棄物の発生量および資源化率の推移

■ 排水量の推移

■ 副生物の資源化用途
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※1　TJ＝テラジュール。Ｔ（テラ）＝１０12

温室効果ガスの排出削減

　2014年度のエネルギー投入量は、生産量の増加に伴い増加しました

が、製品1トンあたり原単位は横ばいとなりました。エネルギーの内訳は、

再生可能エネルギー利用比率が15%（前年度比5%増）と中期目標を達

成しました。これは、タイ味の素社カンペンペット工場において、バイオマ

スボイラー安定稼動を継続するとともに、原料自製化による副生物（バ

イオガス）活用の取り組みが進捗したこと、ベトナム味の素社ビエンホア

工場で2014年1月よりESCO方式バイオマスボイラーを導入したことが大

きく貢献しました。今後も、国内ならびに海外の全事業所で、トラブルの

ない安定生産を確実にし、省資源・省エネルギープロセスの開発・導入

を一層進め、エネルギー使用量の極小化を図るとともに、バイオマスボ

イラー等の導入計画を着実に実行し、再生可能エネルギー利用率の上

積みを目指します。

　2014-2016年度「味の素グループ・ゼロエミッション計画」では、

味の素グループで冷凍機などの冷媒として保有しているフロン類の

うち、CFCs※2の使用を全廃し、HCFCs※3、HFCs※4を使用した冷

凍機などは、自然冷媒等に切り替えていくことを目標としています。

　現在、国内ではCFCs使用を全廃、CFCs使用設備の残る海外の

一部事業所でも、各地域の法令を加味して2016年度までの全廃を

目指しています。味の素冷凍食品（株）の関係会社を含めた国内全

7工場では、2014年度末で17基が自然冷媒に切り替わり、残り12基

を2020年度までに脱フロン化する予定です。アンモニアとCO₂の二つ

の冷媒を併用した新技術の導入も業界に先駆けて採用しています。

　クリーンエネルギーへの転換〜再生可能エネルギー利用率向上に向けて〜

　フロン類の管理

　2014年度の実績概要
　2014年度は、海外事業所におけるバイオマスボイラー導入等が

貢献し、CO₂排出量原単位は基準年に比べ28%削減となり、前年

度より進捗しました。今後、2016年度目標達成に向けて、環境負荷

の低いエネルギーの安定確保の推進やバイオマスボイラーの安定

稼動を継続していくとともに、特にグループ全体のCO₂排出量の約

70%を占める発酵関連部門において、収率や生産性改善といったプ

ロセス改善の開発・導入を促進していきます。

■ CO2排出量と原単位の推移 単位：万t

基準年 実績

2005年度 2012年度 2013年度 2014年度
比率（％） 比率（％） 差

全排出量CO2排出量 236 100% 224 220 221 100% -15 
日本 58 25% 42 39 40 18% -19
アジア・アフリカ 87 37% 94 93 97 44% 10
欧州 33 14% 26 23 22 10% -11
北米 23 10% 33 35 36 16% 13
南米 20 9% 19 19 18 8% -3
中国 14 6% 10 10 9 4% -5

CO2排出量原単位（製品1tあたり原単位） 1.31 ー 0.97 0.97 0.94 ー ー
CO2排出量原単位削減率 ー ー 26% 26% 28% ー ー

参考値　生産量（万t） 180 ー 230 226 235 ー ー

■ 味の素グループのエネルギー構成比（熱量換算）

■ エネルギー投入量

（％）
0 4020 60 10080

石油類
購入エネルギー（蒸気）・石炭等

再生可能エネルギー

購入電力（除く水力）
ガス類

2005 18 49 10 14 9

（年度）

2013 105117 7 15

154418 1582014

 ※2　CFCs：クロロフルオロカーボン類の総称。オゾン層破壊物質として、モントリオール議定書で
1996年に製造禁止（先進国）となった。特定フロンと呼ばれる

 ※3　HCFCs：ハイドロクロロフルオロカーボン類の総称。オゾン層破壊物質として、モントリオール議
定書で先進国で2020年に、発展途上国で2030年に製造禁止となる。指定フロンと呼ばれる

 ※4　HFCs：ハイドロフルオロカーボン類の総称。オゾン層を破壊せず、代替フロンと呼ばれる。温
暖化係数がCO₂の数千倍と高く、京都議定書での削減対象物質となっている

2012年 2013年 2014年

エネルギー投入量（TJ※1） 35,669 35,342 36,356

エネルギー投入量原単位
（製品１ｔあたり原単位）

15.5 15.6 15.5
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2014年度のマテリアルバランス
味の素グループでは、「環境中期計画」や「ゼロエミッション計画」などに基づき、

事業活動に使用する原材料やエネルギー、水などの資源を最大限効率的に使用して、環境への負荷の極小化を進めています。

食品関連

18%

発酵関連

74%

医薬・化成品・
包材関連

3%

5%

物流・サービス・その他関連

食品関連

21%
発酵関連

64%

医薬・化成品・
包材関連

14%

食品関連

40%
発酵関連
57%

医薬・化成品・包材関連

2%

食品関連

4%
発酵関連
94%

医薬・化成品・包材関連

2%

副製品・再資源化量
2,481千t

再資源化率
99.4%

廃棄物処理量（外部処理）
16千t

OUTPUT：大気、排水、廃棄物

排出先
公共水域（間接冷却水）  27,265千t
公共水域（処理後放流など）  28,127千t
公共下水  9,224千t
灌漑用水に利用  1,770千t

BOD量  175t
窒素  333t

CO₂排出量

2,211千t-CO₂
排水量

66,386千t

CO₂ 直接燃焼分  1,206千t-CO₂
 購入エネルギー分  979千t-CO₂
 車両用燃料  26千t-CO₂

NOx  2,016t
SOx  1,138t
煤塵  1,607t

フロン  6t

副生物・排出物発生量

2,497千t

製品の生産量

2,347千t

5%

医薬・化成品・
包材関連

2%
物流・サービス・その他関連

食品関連

14%

発酵関連

79%

医薬・化成品・
包材関連

12%

食品関連

24% 発酵関連

64%

医薬・化成品・
包材関連

3% 食品関連

22%

発酵関連

75%

INPUT：エネルギー、水、原材料

原料
主原料  1,697千t
副原料  2,215千t
　酸・アルカリ  571千t
　その他  1,644千t

包材
プラスチック類　 34千t
紙・段ボール 　 96千t
その他  50千t

河水   28,422千t
工業用水   28,279千t
井水   16,293千t
上水・市水   5,657千t
その他（雨水など）  2千t

購入電力   219万MWh（7,867TJ）
購入エネルギー（蒸気）  1,227千t（3,316TJ）
ガス   379百万㎥（16,125TJ）
石油   72百万L（2,886TJ）
石炭   73,713t（2,189TJ） 
バイオマス   3,973TJ　
※1　TJ＝テラジュール。T（テラ）＝1012

エネルギー投入量

36,356TJ※1

水使用量

78,653千t
原材料使用量

4,092千t

■ 集計対象範囲 味の素（株）および環境マネジメント上重要な連結子会社など、108の事業所。
 事業所の統合などにより、2014年度に比べ2事業所増加、2事業所減少して
 います。

■ 集計期間 2014年4月1日〜2015年3月31日

■ 集計データ 一部推定値を含みます。
 四捨五入のため内訳の和と合計が一致しないことがあります。

食品関連

 48%

その他

 19%

連結売上高

約 1兆100億円

発酵関連

     　33%

（注記）
提携事業（油脂、コー
ヒーなどの事業）を除く
味の素グループの事業
を、製造方法などによる
環境負荷の特徴をもと
に区分したもの。連結
財務会計上の事業セグ
メントの区分とは異なる。
マテリアルバランスの集
計範囲と異なる。

連結売上高（参考）

■ 味の素グループのマテリアルバランス

■ マテリアルバランスについて
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生態系・生物多様性の保全
味の素グループの事業活動は自然の恵みと深くかかわり、生物多様性・生態系に様 な々形で影響を与え、また恵みを受けています。

生物多様性を保全し、生態系サービスの持続可能な利用を実現するために、

様 な々関係者との連携・協働を通じて「いのちを見守る」「いのちを育む」取り組みを進めています。

　味の素グループでは、生物資源を持続的に活用できるビジネス

モデルを推進していくために、2012年1月に「味の素グループ 生物

多様性に関する考え方と行動指針」を制定しました。さらに、2014-

2016年度「味の素グループ環境中期計画」において、重要原料や地

域生態系の特性に応じて、ステップを踏んで実態を把握し、実行計

画を策定することを重点項目として定め、活動を推進しています。

　生物資源やそれを育む生態系の課題には、様 な々関係者がかか

わっています。そこで、中長期的かつ全体的な視点を持って、社外の

関係者との連携・協働により自らの事業活動に直接かかわる重点課

題に挑戦するとともに、地球持続性や食資源の課題について社会や

産業界の認識を深めています。

　持続可能な原材料調達の取り組みにおいて、味の素グループの

事業活動と生態系の両方にとって重要度が高く、注力して取り組み

を進めている分野は、“水産資源”のカツオと、“森林生態系資源”

のパーム油ならびに紙です。

　カツオについては、国立研究開発法人 水産総合研究センター 国

際水産資源研究所と共同実施している「太平洋沿岸カツオ標識放

流共同調査」に2009年度から継続して取り組んでいます。調査の成

果は国際資源管理機関の議論に反映されるなど、着実な成果を上

げています。

　パーム油については、味の素（株）が2012年8月にRSPO※2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。また日

本の関係者の協働・連携を強めるために、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。

　事業で使用する紙については、2012年1月に制定した「味の素グ

ループ 紙の環境配慮調達ガイドライン」の一部を2015年3月に改定

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。ま

た味の素（株）は、2013年11月より、環境や社会に配慮した紙の利用

を社会全体で推進する「持続可能な紙利用のためのコンソーシアム

（CSPU）」に参画しています。

　そのほか、“地域社会・生態系とともに成長する事業所”を目指し

て、味の素（株）が参画している「企業と生物多様性イニシアティブ

（JBIB）」のメンバー企業との協力のもと、事業所の土地利用の在

り方についても取り組みを進めています。味の素（株）東海事業所

では、敷地内に「味の素 バードサンクチュアリ in 四日市」を設置し、

工場と地域生態系の共生を目指した様 な々活動を継続しています。

　2014年度からは、森を守り水を育む「ブレンディの森」の活動にも

かかわっています。

　このように味の素グループでは、社外ステークホルダーと連携・

協働することにより、より地域に根ざし、サプライチェーン・バリュー

チェーン全体にわたり地球規模での広がりを持った生物多様性保

全の取り組みを展開しています。

　様々な関係者と連携した取り組み

味の素グループの2014年度の実績

●「太平洋沿岸カツオ標識放流共同調査」を継続。ピンガー（超音波標識）を用いた新しい調査を開始

●	持続可能なパーム油のサプライチェーン認証（SCCS）取得に取り組み、味の素（株）では2015年1月に化成品事業、　　　　		
　2015年4月に食品事業の主要な1分野がSCCS認証を取得

●「味の素グループ	紙の環境配慮調達ガイドライン」の一部を改定し、取り組みを拡大

●「四日市地域生態系ネットワーク改善プロジェクト」の中核となる「味の素バードサンクチュアリ	in	四日市」の再生保全のため
の計画に着手

● AGFグループは、森を守り、水を育む「ブレンディの森」の活動を開始

※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

　P35　特集3：持続可能な調達を目指した協働・連携
　P52　公正な事業慣行：CSR調達の推進   参照

90味の素グループ サステナビリティレポート 2015



環境

 Column

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」

　カツオは世界の熱帯～温帯水域の温かい海に広く生息してお

り、特に赤道熱帯海域に資源量が多く存在します。その漁獲量は

今や年間約300万トン規模に達し、沿岸地域の人々の貴重なタン

パク源となるほか、ツナ缶等に加工され世界の市場に流通してい

ます。日本でもカツオは古くから利用され、かつお節やかつおだし、

刺身など、日本食の文化とも深いかかわりを持っています。

　これだけ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

料安全保障にとって大変重要な意味があります。ところが近年、

大型巻き網漁が拡大し、世界のカツオ漁獲量は急速に増加し続け

ています。カツオは再生産能力が高い魚ですが、資源の再生産能

力を超える漁獲が続けば、いずれ資源は枯渇してしまいます。カツ

オ資源を持続的なレベルに維持していくためには、再生産能力に

見合った漁獲量に制限していくことが必要です。

　広範囲を回遊する魚の漁業管理は、国際機関主導で行われます。

カツオの主要漁場水域である中西部太平洋では、中西部太平洋ま

ぐろ類委員会（WCPFC）がその役割を担っています。しかし、様々

な立場の国・地域が存在する中西部太平洋では資源管理の合意

形成が難しく、管理の枠組みが定まらない状況が続いています。

　また、資源管理の基礎となる研究が進んでいないことも課題で

す。例えば、日本近海では近年カツオの不漁が続いていますが、「カ

ツオがどの海域で生まれ、いつ回遊を始め、どのような経路・過

程をたどるのか？ 熱帯域とのかかわりはどうなっているのか？」と

いった科学的知見が不足しているため、対策を議論することも困

難なのです。

　漁業や資源に関する課題であれば、国・行政や漁業関係者が

対応すべきであるというのが一般的な考え方かもしれません。し

かしこうした課題の背景には、現代の社会経済の仕組みを通じて

世界で親しまれ、
漁獲量が増え続けているカツオ

基礎的な知見に乏しいカツオの生態調査に着手
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■ 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〜2014年）

様々な関係者が間接的にかかわっています。間接的な関係者は課

題について無自覚なことが多く、それが課題の深刻化を招く原因に

もなります。

　味の素（株）はカツオ漁業の直接の関係者ではありませんが、主力

製品である「ほんだしR」の原料としてカツオを利用しています。

カツオ資源利用にかかわる立場としてこの課題に積極的に関与す

ることで、課題解決を前に進めるポジティブな構造を生み出していく

ことができれば、大きな意義を持つと考えています。そうした思いか

ら、味の素（株）は、国立研究開発法人 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」を開始しました。水産総合研究セン

ターにとって、漁業・水産業とは直接のかかわりがない民間企業と

の協働はほかに例がなく、資源の持続的利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事例となっています。

水産庁事業

2009年度からの
調査海域

黒潮本流源流域
（南西諸島海域）を担当

国立研究開発法人
水産総合研究センターと
味の素（株）の共同事業

カツオの国際資源管理ルール構築への貢献
持続可能な国内カツオ漁業への貢献

味の素株式会社
国立研究開発法人 
水産総合研究センター 
国際水産資源研究所

資金・資材の提供
調査・広報活動への

社員派遣

調査の設計、
調査解析評価

調査・広報活動の実施

カツオ標識放流共同調査■ 日本におけるカツオ調査
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　「太平洋沿岸カツオ標識放流共同調査」では、カツオに様々な

標識を装着して放流することで、カツオの鉛直行動や回遊行動、

摂餌行動などの詳細を明らかにしつつあります。この調査を通じ

て得られたデータは、国際的な資源評価モデルや沿岸漁業の具

体的な改善に活用できるものと期待されています。

　また、標識をつけて放流したカツオからデータを得るためには、

放流したカツオを再捕する必要があり、漁業者の方々の協力が不

可欠です。このため、味の素（株）の社員が黒潮沿岸に位置する

港をめぐり、漁協への説明などを継続しています。

　そうした活動が成果を結び、本調査を通して日本近海へのカツ

オの北上回遊ルートを4つの経路で推定することができました。

　しかしカツオの回遊は日本の領海内だけで完結するものではな

く、中西部太平洋海域全体での理解を得るためには、周辺の国・

地域の協力も不可欠なものとなります。

　現在、回遊のさらなる上流域である台湾の水産行政・研究者・

漁業関係者への連携を進めるほか、フィリピンやインドネシアなど

重要海域での連携も視野に入れ、働きかけを進めています。

南西諸島海域で大規模な調査から、
国際的な展開を見据えて

カツオの北上ルート（推定）

黒
潮

黒
潮
ル
ー
ト

九
州
・
紀
州
沖
ル
ー
ト

伊
豆
・
小
笠
原
ル
ー
ト

東
沖
ル
ー
ト

■ 記録型電子標識から推定される
  4つのカツオ移動経路

●	南西諸島海域で大規模標識放流を継続

●		アーカイバルタグ（記録型電子標識）を用いた最先端調査

　→日本近海への北上回遊ルートが推定できた

　→鉛直行動、回遊行動、摂餌行動などの生態の詳細が
						わかってきた

　→WCPFCの資源評価モデル改善への知見蓄積に貢献

●	ピンガー（超音波標識）を用いたさらなる知見の蓄積

　→沿岸漁業の具体的改善に有効な関連データの蓄積
						が期待される

調査内容を広報活動・出前授業等で公表し、
持続可能な漁業・消費・ライフスタイルの啓発に活用

「太平洋沿岸カツオ標識放流共同調査」の主な成果

ピンガー（超音波標識）と受信機アーカイバルタグ（記録型電子標識）

受信機を魚礁などに設置する作業。受信機近辺を回遊するカツオのデータを取得する
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　近年、日本の各地域では林業の担い手不足により手入れが不足した森林が

増えています。森林は水を育み、ＣＯ₂を吸収し、憩いを提供する場などとして、

私たちの生活に深くかかわっており、次の世代へ受け継いでいくために森林の

整備を社会全体で支えていく取り組みが必要であると考えています。

  AGFグループは、〈ブレンディ〉ボトルコーヒーをはじめとした商品に使用する

水の水源の森を整備することにより、森を守り、清らかで良質な水を育む活動

を推進しています。

　「ブレンディの森」の活動は、

水資源保全で地域貢献するとと

もに、社員が森の保全活動を体

験することでその重要性を理解

することを目的としています。

森を守り、その恵みである水を育む活動
「ブレンディの森 鈴鹿・群馬」
［味の素ゼネラルフーヅ（株）、AGF鈴鹿（株）、AGF関東（株）］

　三重県が取り組む「企業の森プロジェクト」に賛同し、主要生

産拠点であるAGF鈴鹿（株）で使用する水を育む三重県亀山市

の森林（鈴鹿川源流地域）の一角を「ブレンディの森」と名づけ、

2014年から森づくり活動を開始しました。それに先立ち、三重

県、亀山市、AGFの三者で三重県庁にて｢森づくり宣言書｣への調

印式を行いました。

  初回活動では、東海・近畿エリアの味の素グループ社員を含む

総勢92名が参加し、作業用を兼ねた歩道の整備・拡張、間伐・

下草刈りを実施しました。今年から新入社員研修としても取り入

れています。2015年6月までに計6回、社員のべ400名が参加し、

森の中心部をめぐる回廊が完成しました。

　今後お客様や地域の子どもたちを招いて、AGFグループの活動

や森の生態系などを学べる場として活用していきます。

間伐作業の様子

 「ブレンディの森 鈴鹿」

将来、清らかな小川が流れる
みどり豊かな森を目指して

  2015年5月から新たに、群馬県の｢企業参加の森林づくり｣事

業に賛同し、もう一つの主要生産拠点であるAGF関東（株）で使

用する水を育む群馬県前橋市の森林（利根川水系荒砥（あらと）

川源流地域）で整備・保全活動を開始しました。この地域は、シ

カによる苗木の新芽や枝葉の食害、植栽木の剥皮被害が発生し

ており、シカの防除をすることが必要でした。初年度は、植栽さ

れたスギの苗木エリアへの防護柵を森林組合等の指導のもと設

置しました。6月までに2回実施し、味の素グループ社員が約150名

参加しました。

　今後は5年間かけて、苗木の成長を見守るとともに、苗木周辺

の下草刈りや林内清掃、植生調査など行い、森づくりの基盤を築

いていけるよう、地域の方 と々協働していきます。

シカ防護柵の設置

 「ブレンディの森 群馬」

スギの幼木を育て、
緑と水資源がいつまでも
豊かな森を目指して

93 味の素グループ サステナビリティレポート 2015



環境

 Column

　企業が保有する事業所の敷地は、例えば工場であれば生産のための用地です

が、地域の自然環境の一部です。特に緑地などは、地域生態系にとって重要な役

割を果たします。

　三重県四日市市の、日本有数のコンビナート地域にある味の素（株）東海事業

所には、約5,000m2規模の池と周囲を囲む樹林があります。2002年に、池と樹

林を中心とする12,700m2を生物多様性保護地域「味の素 バードサンクチュアリ

in 四日市」としました。

　現在は、国の準絶滅危惧種、県の絶滅危惧Ⅱ類に指定されているチュウサギを

含めた6種類のサギをはじめ、貴重なオオタカや清浄な水域にしか生息しないカワ

セミなど、多くの野鳥や珍しい昆虫が集まり、渡り鳥の中継地点にもなっています。

環境に敏感な生き物たちが集う、
地域生態系とともにある事業所を目指して

工場と地域生態系の共生を目指す
「味の素 バードサンクチュアリ in 四日市」
［味の素（株）東海事業所］ 

味の素（株）は、企業と生物多様性イニシアティブ（JBIB）の会員です。
地域生態系ネットワークの改善に積極的に取り組むJBIB持続的土地利用ワーキ
ンググループに参画し、支援・協力を得ています

　整備計画策定の基礎データを得るために、2014年3月に池の状況や外来ス

イレン除去工事の工法を確認するための「かいぼり」試験を実施したほか、樹

林の選択的間伐試験などを実施し、学術者や動植物管理・整備の専門家とと

もに、2020年を目指した整備全体基本計画を策定しました。水面および樹

林をゾーニングして、外来種を抑制し、周辺樹林はサギ類のコロニーを限定し

て地域の自然を伝える四日市の森として整備します。2015年3月からは計画

に則って、池の外来種対策工事に着手しました。

　また、三重県総合博物館や地域の研究・教育機関、学校、地域の方 と々の

協働で取り組み、いきものとのインターフェースの役割も持たせます。この計

画に従い、2014年10～11月に三重県総合博物館の企画展で「バードサンク

チュアリ」の取り組みをご紹介しました。

　息の長い取り組みになりますが、着実に地域環境資産としての役割を果た

すことを目指していきます。

「四日市地域生態系ネットワーク改善プロジェクト」で
自治体や近隣企業と連携・協働

　この立地は、東側2kmに四日市港、西側3kmに南部丘陵公園、南北に河川が

あり、「海の環境」「丘陵の環境」「河川の環境」の影響を強く受け、四日市地

区における生態系ネットワーク構築の上で大きなポテンシャルを有しています。

　2012～2013年に実施した動植物の専門家による事業所および周辺地域

の実態評価調査では、周辺で22科38種の鳥類、61科120種の昆虫類、2科2

種の魚類、15科19種の底生動物が生息し、希少なチュウサギの貴重なコロニー

（集団繁殖地）にもなっていることも確認できました。その一方で、サギやカワ

ウの繁殖には過密な状態であること、糞害が生じていること、池には外来種の

スイレンが繁茂していること、アメリカザリガニなどの外来生物が生息している

ことなど課題が明らかになりました。健全な地域の生態系拠点とするためには、

「味の素 バードサンクチュアリ in 四日市」を北勢地域における重要な生物多

様性保護区域として持続的に維持管理する、改善構想が必要となりました。
整備前の状況。外来スイレンが繁茂した池（左下）と混雑した樹林（右下）

「味の素 バードサンクチュアリ in 四日市」の生態系ポテンシャルと課題

近年、池に外来種のスイレンが大繁殖してしまっ
たため、2014年3月に池の水を抜いて底を大掃除
し、現状を確認する「かいぼり」試験を20年ぶり
に実施。三重県立博物館の学芸員の指導のもと、
味の素グループ従業員とその家族、四日市市役所
職員、地域の皆様など90人以上が参加しました

企業と生物多様性イニシアティブ
http://jbib.org/

カワセミ（左上）、チョウトンボ（右上）、カモ（左下）、サギ（右下）などの美しい姿が
見られる

河川の環境

河川の環境

味の素（株）
東海事業所

丘陵の環境

海の環境
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味の素グループでは、製品・事業を通じて環境価値を高めるための研究・技術開発を進めています。ライフサイクル全体での

環境影響把握を進めるとともに、私たちの知見を活かして、地球持続性に貢献する新たな事業創出にも取り組んでいます。

　事業活動の環境影響を客観的に評価できるように、事業を環境

視点から「視える化」することが、よい環境経営を実現するために

重要となります。味の素グループでは、「視える化」の研究にも積極

的に着手しています。事業を「視える化」するためには、まず商品の

製造工程から生じる環境負荷はもちろん、原材料の生産、工場で

の加工、流通、そして家庭での消費・廃棄に至る「製品の一生」を

通した環境影響（ライフサイクル環境影響）の把握が重要となりま

す。そのため、味の素グループでは早くからライフサイクルアセスメン

ト（LCA）の研究を進めてきました。

　ライフサイクルアセスメントで、最も普及しているのはCO₂による評

価です。低炭素社会を実現するためには、ライフサイクル全体での

CO₂総排出=LC-CO₂の把握が一つのカギとなります。味の素（株）

では日本LCA学会食品研究会に参加し、LC-CO₂の研究を進めて

きました。その一つの成果として“味の素グループ版「食品関連材

料CO₂排出係数データベース」”を作成、2007年4月からWebサイト

上で公開しています。最新版は2010年10月に公開しました（’90・’

95・’00・’05年版3EIDに対応）。このデータベースは食品材料・素

材の基礎的なLC-CO₂データを網羅しており、産官学・研究者の方々

より高い評価をいただいています。

　また、容器包装のアセスメントには、製品の環境評価基準の一つ

としてLC-CO₂評価を導入し、環境に配慮した開発を行っています。

地球持続性に貢献する技術・製品開発

商品のライフサイクル全体での環境影響評価

「ロイド・レジスター・クオリティ・アシュアランス・リミテッド」第三者保証声明書

※1　文部科学省「五訂増補日本食品標準成分表」（2005年）に示されている標準的な成分値に
対する調理方法を参考にしている

　原料であるかつお節をつくるところから、製造、輸送、調理、だし

をひいた後に不要となる部分の廃棄などまでの全体で排出される

CO2量を、それぞれの実態に合わせて計算すると、「ほんだし®」は

家庭の一番だしの一般的な調理と比較して、およそ5分の1と、少な

いことがわかりました。

　この算定システムと算定結果は、国際的な認証機関「ロイド・レジ

スター・クオリティ・アシュアランス・リミテッド」よりISO／TS14067を

基準とした第三者保証声明書を取得しています。

「視える化」事例：「ほんだしR」

第三者保証

　カーボンフットプリント（CFP）の評価には、早い段階から着手して

きました。2012年5月までに（社）産業環境管理協会の「カーボンフッ

トプリントプログラム」で、飼料用リジンなどのアミノ酸系商品9品目の

CFPの算定基準とCFP値が認定されました。家庭用製品において

も、カーボンフットプリントの国際規格ISO／TS14067に準じてカー

ボンフットプリント算定システムを構築しました。2013年度に「ほんだ

しR」「味の素KKコンソメ」など調味料系製品7品目を算定したのに

加え、2014年度にはスティックコーヒー、冷凍食品と味の素グループ

が提供する家庭用製品の代表カテゴリーをほぼカバーしました。

カーボンフットプリントの取り組み ■ 1リットルのだしをつくるときのCO₂排出量の比較
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　「味の素グループ・ゼロエミッション計画」では、世界中の排水規

制と比べて厳しい目標値（BOD 10ppm以下、全窒素5ppm以下）を

設定しています。この目標を効率的に達成するために、既存の処理

設備の改造による「排水処理能力の向上」「既存技術の組み合わ

せの最適化による設備設計」や、「より効率的に処理できる新たな

排水処理プロセスの開発」を行っています。

　製造プロセスが変わると、排水処理プロセスも見直しが必要にな

る場合があります。2014年度は、低資源利用発酵を世界展開するた

めに、排水の性状が変化しても現在と同等に良好な水質を維持で

きるよう、高効率の処理プロセスの開発を推進しました。導入を予定

している工場の実排水を用いた実験で、処理の効率が大幅に向上

できることをラボスケールで実証しました。今後は工場への導入に

向けて開発を進めていく予定です。

　2014年度は、ウォーターフットプリントの規格として発行された

ISO 14046をベースに、算定の手法を研究しました。評価モデルは

水不足が懸念され環境の影響評価の研究が進んでいる欧州の標

準的な配合飼料とし、アミノ酸を配合する低タンパク飼料との比較

評価をしました。

　今回の水の影響評価には、日本のLCA学会に投稿された論文の

地域化特性係数※5を使用し、原料を生産する地域の水が豊富であ

るか乏しい地域であるか、各水源の国ごとの地域特性の重みづけを

して算定しました。

　その結果、水資源の乏しいフランスの大豆粕や麦などの原料をも

とに算出すると、アミノ酸入り飼料の方が、標準的な配合飼料よりも

10％も水が少ないことがわかりました。飼料1トンあたりウォーター

フットプリントは、お風呂800杯分（＝160キロリットル）削減と、環境

貢献ができることがわかりました。

ウォーターフットプリントの取り組み

環境負荷低減のための排水処理技術の開発

新規排水処理方式の実験状況

■ 味の素（株）製品のLC-CO₂

製品名 生産工場 CFP値※2

（製品1kgあたり※3）
料理一皿あたりの

CFP値※4

(1)  家庭用「ほんだしR」 味の素（株）川崎工場 14.08kg-CO₂e -
(2)  家庭用「味の素 KK コンソメ」（顆粒） クノール食品（株）川崎事業所 6.87kg-CO₂e -
(3)「クノール R カップスープ」つぶたっぷりコーンクリーム クノール食品（株）川崎事業所 7.08kg-CO₂e -
(4)「味の素 KK おかゆ」白がゆ 250g クノール食品（株）川崎事業所 0.81kg-CO₂e -
(5)「Cook DoR」回鍋肉用 味の素（株）川崎工場 2.95kg-CO₂e 一皿（約 700g） あたり 1.21kg-CO₂e
(6)「Cook DoR きょうの大皿」豚バラ大根用 クノール食品（株）東海事業所 2.31kg-CO₂e 一皿（約 1kg）あたり 2.90kg-CO₂e
(7)「鍋キューブR」鶏だし・うま塩 北海道クノール食品（株）訓子府工場 8.54kg-CO₂e -
(8) AGF〈ブレンディ〉スティック カフェオレ AGF 鈴鹿（株） 4.85kg-CO₂e -
(9) 冷凍食品「レモンとバジルのチキン香り揚げ」 味の素冷凍食品（株）九州工場 5.84kg-CO₂e -

※2 「報告書」における CFP 値は、（社）産業環境管理協会 PCR No.PA-CG-02 に従って算定されている　※3　 規格で定義された機能単位は、各製品「1kg あたり」としている
※4 この CFP 値には、大根や肉などの具材の CFP 値が含まれている

■ ウォーターフットプリント
 （河川水・地下水のみ）
（kL/t 飼料）

慣用飼料 アミノ酸入り飼料
1300

1400

1500

1600

1700

1,642

1,480

 ※5　地域特性化係数とは、全地球の平均降水量を1として、地域ごとの水源の水が豊富ならば1以
下（1リットル使っても水が豊富だから1リットル使っていないと評価する）、乏しければ1以上

　　　（1リットル使ったら水が乏しいから1リットル以上使ったと評価する）として評価した値のこと

リジン
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アミノ酸の力を活かす葉面散布剤
　味の素グループでは30年以上前から、アミノ酸発酵生産の過程

で発生する栄養豊富な副生物を有機質肥料（コプロ）として有効

利用する取り組みを進めてきました。さらに、コプロを原料に植物

に必要なリン酸、カリウムなどをバランスよく配合した高付加価値

の製品開発が進んでいます。実験や研究の蓄積により、アミノ酸

や核酸を活用した肥料に、根張りをよくしたり、成長を促進したり、

収穫量を増加させるための効果があることが明らかになりつつあ

ります。葉面散布剤「AJIFOLR」は、1989年にブラジルで発売

されて以降、世界7カ国で生産しています。葉面から少量で効果

的に栄養を与えることができるもので、収穫量が上がる、病害にも

強くなる、果物などは糖度（Brix値）が上がるなど、喜びの声を多

数いただいています。

核酸・アミノ酸入り液体肥 料。
単分子の形態の核酸を豊富に含
むため、吸収がよく、効果が早い
と評判です。

核酸・アミノ酸入り液体肥 料。
窒素・リン酸・カリウムをバランス
よく配合した、苗用の資材です。

高濃度アミノ酸とミネラルをバラ
ンスよく配合した葉面散布剤。
イチゴやトマトなどの栽培に使わ
れます。

グルタミン酸入り葉面散布剤。
日照不足時や低気温時の植物の
生育を改善する効果が期待でき
ます。

味の素グループでは、世界各地のアミノ酸・核酸生産工場の発酵工程で生成される
栄養豊かな副生物を、もう一つの製品＝コプロ（Co-Products）と位置づけ、
肥料や飼料として付加価値をつけて製品化しています。
各地域の農業の状況や栽培される作物に合わせ、様々な製品を展開しています。

豊かな実りをもたらす「高付加価値肥料」

イチゴの高設栽培。根の傷みが原因と思われる生育障害が発生した。葉の色が薄くなり、
樹勢も悪く、花の数も少なかった。葉面からのアミノ酸補給で樹勢が回復した

ジャガイモの栽培試験。グルハートを用いると、
よりサイズの大きなジャガイモがより多く収穫
できるようになる

日本における製品ラインナップ

アミハートR

 早
はやねはやおき

根早起R

アジフォルR 
アミノガードR

グルハートR

トマトでの効果

水稲での効果

慣行
使用前 2 カ月間使用後

アミハート R

慣行 グルハート R

大

慣行

慣行

早根早起 R

早根早起 R

 P31　特集2：植物・動物の栄養改善に、アミノ酸の力を活かす参照

■ 世界7カ国で生産される「AJIFOLR」

■ 葉面散布

日本ブラジル インドネシアペルー タイ ベトナム 米国

微量要素を少量で
効率よく吸収させる

葉面散布

直接吸収

肥料ロスの回避
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飼料用アミノ酸の環境負荷低減効果
　動物の体を構成するタンパク質は、20種類のアミノ酸でできていま
すが、そのうち数種のアミノ酸は必要な量が体内で合成されないため、
飼料で補う必要があります。
　飼料内のアミノ酸バランスが悪いと、家畜の体内で有効に使えな
かったアミノ酸が窒素化合物として排出されます。これが土壌や水質
への負荷につながり、また土壌や大気中で酸化・還元された一部の
窒素がN₂O（亜酸化窒素、CO₂の約300倍の温室効果を持つ）とし
て大気中に放出されることになります。
　飼料用アミノ酸をバランスよく添加することで、飼料内の栄養を効
率的に利用できるようになり、地球環境負荷の低減に役立てることが
できます。
　味の素冷凍食品（株）では、飼料用アミノ酸を活用し環境負荷を下
げた条件で飼育された鶏肉を使用した製品を製造、販売しています。
このように、味の素グループはサプライチェーンの広い範囲にわたり、
地球環境の保全に貢献しているのです。

　2012年8月、国際飼料工業連盟（IFIF）※1と欧州飼料添加物・プレ
ミックス協会（FEFANA）※2が中心となって、欧州や北南米、日本の飼
料産業協会と世界の主要飼料添加物メーカーによるSpecialty Feed 
Ingredients Sustainability（SFIS）コンソーシアムが設立されました。
味の素アニマル・ニュートリション・グループ（株）は、SFISコンソーシ
アムへの参加を通じ、飼料用アミノ酸の環境負荷低減への貢献を明
確化しています。
　2014年2月、SFISコンソーシアムは「1年間にわたる調査の結果、
飼料用アミノ酸による飼料低タンパク化およびフィターゼ※3の飼料へ
の添加は畜産生産由来の環境負荷（温室効果ガス、河川等の富栄
養化および酸性化）を低減できる」と表明しました。これにより、飼
料添加物が“畜産由来の環境負荷を低減する方法”としてグローバ
ルに貢献できる道筋が整ったと考えられます。
※1　IFIF：International Feed Industry Federation
※2　FEFANA：EU Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures
※3　フィターゼ：フィチン酸を加水分解しリン酸を遊離する酵素

日本における飼料用アミノ酸の環境貢献効果の検証
　“地球にやさしい畜産”を広げるためには、飼料用アミノ酸によ

る温室効果ガスの削減効果をわかりやすくお伝えすること、そして、

その削減に寄与した畜産農家の方々にも温室効果ガス削減のメ

リットが還元されることが必要です。そのための様 な々「視える化」

の取り組みが進んでいます。

●ライフサイクル全体でのCO₂総排出量の「視える化」
　味の素グループでは、カーボンフットプリント（CFP）を活用した、

飼料用アミノ酸のライフサイクルにおけるCO₂排出の「視える化」

を進めています。

●オフセット・クレジット制度への貢献
　味の素（株）はJ-クレジット制度※4において、「『豚・ブロイラー

への低タンパク配合飼料の給餌』によるN₂O排出削減」を方法

論化することで、畜産生産者が飼料用アミノ酸を利用するインセン

ティブとなるオフセット・クレジット制度の日本国内での制度化の

進展に大きく貢献しました。これは日本の畜産業の環境負荷低減

に向けた基盤となるだけでなく、今後、グローバルに同様の仕組み

を発展させていける可能性を秘めた、大きな成果と考えています。
※4　J-クレジット制度：国内クレジット制度・J-VER制度の二つが2013年度に統合された

もの。省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用によるCO₂の排出削減量や、適
切な森林管理によるCO₂の吸収量を、クレジットとして国が認証する制度

※5　川崎メカニズム認証制度：川崎市内企業の環境技術が市域外で温室効果ガスの削減
に貢献している量を「視える化」し、企業が市場で適切に評価される仕組みとして2013
年度に開始。川崎発の優れた環境技術を活かした地球規模での温室効果ガスの排出
削減の推進を目指す

●川崎メカニズム認証の取得
　川崎市の「川崎メカニズム認証制度※5」において、味の素（株）の

飼料用リジンがグローバルな温室効果ガスの削減に貢献している

として、2015年1月に認証を受けました。今後、市の制度と連携した

環境活動に積極的に取り組み、飼料用アミノ酸を通じた環境貢献

の普及拡大を進めていきます。

飼料中のアミノ酸バランスを整えることで、飼料の低タンパク化を実現し、
土壌・水質への負荷や温室効果ガス排出の削減、耕地の有効利用にも効果があるとして注目されている飼料用アミノ酸。
味の素アニマル・ニュートリション・グループは世界のトップメーカーとして、新たな製品開発や国際社会との連携にも積極的に取り組んでいます。

外部との連携で「飼料用アミノ酸」を広げる

飼料用アミノ酸の可能性を世界へ広げるために

■ N₂O発生のメカニズム

 “飼料用アミノ酸”のライフサイクル（原料調達・製造・販売）
におけるCO₂排出量の「視える化」に向けた取り組み
2011年3月 経済産業省による「国内クレジット制度」

の対象プロジェクトとして認定
2011年9月 経済産業省等による「CFP制度試行事

業」で飼料用リジンのCFP値が認定
CFP値のマーク

「リジン」 「スレオニン」 「トリプトファン」 「バリン」 「AjiProR-L」

 P32　特集2：植物・動物の栄養改善に、アミノ酸の力を活かす参照

堆肥化や
排水処理工程など
排泄物処理工程

土壌

土壌表流水からの
発生は19％

排泄物処理工程
からの発生が
7割以上を占める

排泄物から発生するアンモニア、NOXが、
酸化・還元されることによる発生は8%

河川・海

地下水

N20

NOx

N20

N20

アンモニア

尿素態窒素

亜硝酸・硝酸

糞尿
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　味の素グループでは、調味料、加工食品をはじめとして、冷凍食

品、油、飲料など、扱う商品も使用する容器包装も多岐にわたってい

ます。各社が独自に容器包装の環境配慮の取り組みを推進していく

ため「グループ食品会議」や「包装設計者連絡会」などを通じて情

報交換を行っています。今後もわかりやすい環境配慮設計を目指して

グループ総合力を発揮し、さらなる改善に取り組んでいきます。

環境に配慮した容器包装の開発
味の素グループでは、中身の品質保持という食品の容器包装の重要な機能を確保しながら、「できるだけ環境に配慮された商品を

選びたい」というお客様のニーズにもお応えできる、環境負荷の小さな容器包装の開発に取り組んでいます。

　日本のゴミの年間排出量は4,487万トンですが、そのうち家庭から

のゴミが2,917万トンで、約65％を占めています。

　家庭ゴミにおける容器包装が占める割合は約５3％を占めています。

家庭のゴミと容器包装

3.0%
金属 1.0%

ガラス

0.2%
その他

プラスチック類

35.9%

0 20 40 60 80 100

65% 29%

家庭系ごみ
2,966万トン

事業系ごみ
1,297万トン
事業系ごみ
1,297万トン

6%

その他その他

%

容器包装以外の
廃棄物

47.0%

紙類

13.1%

容器包装

53.2%

●家庭ゴミにおける
　容器包装が占める割合

出典：環境省「容器包装
廃棄物の使用・排出実態
調査の概要（平成25年
度）」（容積比率）

DATA

　食品の容器包装は、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る一方で、家庭で

排出されるゴミの約54％（容積比）を占めています。味の素（株）が独

自に行った「日々の食卓と地球環境への配慮に関する調査」の結果

では、8割以上の生活者が「ゴミを減らすことを心がけている」「分別

廃棄をきちんと行う」「なるべく詰め替え品を買う」などの努力をして

いることがわかりました。

　味の素グループは、包材使用量削減によるCO₂削減に取り組むだ

包装設計者連絡会

お客様のニーズへの対応と、今後の取り組み

　味の素グループでは、各社が独自に環境配慮を推進する仕組み

や目標計画を持っています。

　例えば、味の素（株）では、2015年度までの「味の素（株）容器

　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 に々とってどれが環境負荷が小さいのかを判断することが難

しくなってきています。社会全体で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を理解いただき、選

択していただくことが重要です。

　味の素グループは、各リサイクル推進団体や行政関連組織への

参画を通じて容器包装の法律

や制度の改善に参画するととも

に、消費者との対話や開発事例

の紹介を通じて、社会の皆様と

ともによりよい3R活動を目指し

た活動を推進していきます。

容器包装に取り組む社内の体制 社外関係者との連携

事例紹介

● エコプロダクツ展  
● 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（紙製容器包装
リサイクル推進協議会、プラスチッ
ク容器包装リサイクル推進協議会）

容器包装の3R推進計画と、環境配慮推進の仕組み

けでなく、食料問題、資源枯渇問題やエネルギー問題などに対して

も容器包装の技術革新により果たすべき役割があると考えています。

例えば、鮮度保持技術による賞味期限延長や容器包装への付着防

止技術を通じた食品ロス低減への貢献、石油由来原料の代わりとな

るバイオマスプラスチックの積極的な導入や非可食素材の活用のほ

か、製造に大量のエネルギーを必要とするアルミ箔を使用しない脱ア

ルミ箔包材の導入、物流配送の効率化まで考えた包装設計等、幅広

い分野で技術開発を進めていきます。

包装3R推進計画（第2次）」（2011-2015年度計画）を策定していま

す。Reduceの数値目標に加え、「ムダを減らした包装」「詰め替えが

できる包装」「簡単に分別できる包装」「環境負荷の低い包材の採
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Reduce
2015 年度達成目標（2010 年度比） 2014 年度実績

プラスチック使用量 原単位 ※1 で 2％削減 2.4％削減
紙使用量 原単位で 2.5％削減 6.2％増加

Reuse 詰め替え容器の開発
Recycle 簡単に分離・剥離することで分別しやすくする容器包装の開発（はがせるラベル、はずしやすいキャップ、ミシン目を入れた紙箱の推進など）
新素材や
新技術の導入 植物由来のバイオマスプラスチックを使用した容器包装の開発（トウモロコシ由来のポリ乳酸、サトウキビ由来のポリエチレンの一部使用）

消費者への
情報提供 環境配慮商品の選択や、分別排出徹底を促す情報提供の強化（「味なエコ」マーク ® の表示や Web サイトでの情報開示など）

※1　原単位：各素材容器包装使用重量を内容物重量で割り返した単位

　容器包装の環境配慮推進のための仕組みとして、味の素（株）

では、商品を発売する際に「容器包装環境対応アセスメント」の

実施を必須条件としています。アセスメントでは独自の評価基準

である「容器包装エコインデックス」を用い、①包材重量の削減、

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を推進し、評

価項目については、随時見直しを行っています。アセスメント実施

時には、それぞれの容器包装のLC-CO₂※2を算出しており、環境

配慮の度合いを把握し、商品の環境配慮情報の発信時の根拠と

なるデータとして活用しています。

　また、下図に示すようにアセスメントシステムと「3R管理システ

ム」を連携させることで、①エコインデックスに示されている包材

使用量の再商品化委託契約費計算への活用、②社内ポータルサ

イトでのデータ開示、③容器包装使用量データの毎月更新などを

可能とし、信頼性の高い容器包装関連情報の管理につなげてい

ます。こうしたデータは、再商品化委託金の計算や社内の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

への事例紹介にも活用しています。
※2　容器包装のLC-CO₂：容器包装の製造から廃棄・リサイクルされるまでに排出されるCO₂排出量

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
▶ サステナビリティレポート

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

■ 容器包装環境対応アセスメント（1991年開始、2005年より電子化）

■ 味の素（株）の容器包装3R推進計画（第2次）（2011-2015年度計画／2010年度比）と実績

■「容器包装エコインデックス」（家庭用 ver.11）
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
重量削減量
多重包装度合
適正包装
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）

紙
ガラス瓶

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）

プラスチック

0

240

200

320

360

280

400

0

10

5

15

20

30

25

2004 20152013 2014

264.0

234.3234.8

20.720.7
18.118.1

218.8

16.916.917.917.9

■ 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

用」を開発目標に掲げています。

　2014年度は、基準年の2010年度に比べてプラスチック使用量を原

単位で2.4％削減でき、紙使用量は原単位で6.2％増加しました。これ

はReduceが進んだ商品が数多くある一方で、①消費行動の変化に

より小容量化した結果、包材使用量が増えた商品、②設備適正や商

品の保存性の観点で、3Rが不適だった商品などが挙げられます。

　最終年度の2015年度の目標達成に向けて、2014年度もさらなる

省包材化や環境に配慮した商品開発を行っていきます。
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環境

　環境にやさしい容器包装の開発

　味の素グループでは様 な々包装形態の商品に合わせて、瓶、プラスチックフィルム、パウチ、トレイのほか、商品を梱包するための紙箱・

外装（段ボール箱）に至るまで、様 な々形で容器包装の使用量削減を進めています。

■ 容器包装の開発事例

❶ 外装表示改善プロジェクト

　従来の外装は、管理に必要な情報の表示がわかりづらく、現場で荷物

の取り違えなどが起こる可能性が高いものでした。そこで、識別性・視認

性を高めるために、商品を特定する情報を側面右上に集中表記するなど

をルール化し、「外装デザインガイドライン」を策定しました。2015年秋期で

約200アイテム導入し、今後も順次切り替える予定です。また、味の素

ゼネラルフーヅ（株）、（株）J-オイルミルズ、ヤマキ（株）等のグループ各

社にもルールを横展開し、表示を開始しています。

事例1 物流品質の向上を目指して
味の素（株）外装表示改善プロジェクト・外装設計改善プロジェクトの取り組み

　外装表示改善プロジェクトで作成した「外装デザインガイドライン」

は、部門横断で知恵を結集した成果にほかなりません。ガイドライン

に準じた外装表示が、社内のみならず、味の素グループ企業にも導入さ

れつつあります。このような取り

組みが食品業界や物流業界の

発展につながるように、今後も、

改善、効率化を進めていきます。

　従来の外装より、必要な情報の集中表記、出荷伝票の商品名称と

同一表記、増量品、景品つき商品のアテンションマークの付与などデザ

インやフォントを改訂いただいたことで、倉庫での荷揃え時、車輌への

積み込み時、納品先様での検

品時に商品が識別しやすく、倉

庫担当者、乗務員より商品がわ

かりやすいと好評です。

　品質保証部門として、外装に法定表示が必要な製品への表示方法・

ユーザー様にとっての製品識別性・ASQUA（アスカ）基準との整合性の

観点で「外装デザインガイドライン」の設定に関与させていただきました。

　今後も品質アセスメントにお

いて本ガイドラインに合った外装

デザインの改訂が実施されてい

るか確認を行い、新外装デザイ

ン導入の推進に尽力します。

　「外装デザインガイドライン」作成において一番大変だった点は、外

装表記の各流通段階での役割の整理、様 な々印刷条件、家庭用から

業務用商品までの表示目的に応じ、横並びで統一できる点を抽出するこ

とでした。各部に事前ヒアリング

を実施し、現状分析から改善案

の提案、不具合を一つひとつ丁

寧に解決していく必要がありまし

た。昨年の導入後、社内外に徐々

に新デザインが拡大していって

いることをうれしく感じています。

味の素（株）物流企画部

味の素物流（株）

味の素（株）品質保証部

味の素（株）広告部

（公社）日本ロジスティクスシステム協会
全日本物流改善事例大会2015

「物流合理化賞」（最高賞）
 受賞！

▼改訂前
▼改訂後

【変更点】
（1）商品特定情報を右上に集中表記
（2）物流コードの表記フォントを変更
（3）商品名称を記載し、伝票表記と合わせる

　物流の効率化を実現するためには、倉庫などでの管理のしやすさも

重要なポイントです。誤配送が発生すると製品廃棄や自主回収、健康

被害等のリスクやお客様からの信頼喪失にもつながります。また、外装

（段ボール箱）の大きさや形状によっては、パレットに効率的に積み付

けられないといった課題が残ります。そこで、メーカー自身ができる取り

組みとして、味の素（株）では二つの改善を実施しました。
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　外装設計改善プロジェクトは、外装設計変更による物流センター

内の倒壊事故多発トラブルをきっかけに2013年4月からスタートしま

した。私たち設計部門は単なるクレーム処理的な対応ではなく、

物流品質の向上を目指した活動として開始しました。

　最初に全物流現場（北海道から沖縄）を調査したところ、商品に

より積み付けに統一感がなく、現場ではオペレーションに苦労してい

ることがわかりました。通常の設計手順が外装のサイズ・入数を決

めてから外箱のサイズが決まるため、パレットパターンも多種多様な

上、最適積み付け効率が50％を下回るものもありました。

　そこで、「外装設計見える化」のシートを作成し、80％未満の効

率のエリアをレッドゾーンとしました。絶対に設計採用してはいけな

いエリアを決めて、外装サイズのみでパレット積載効率を満たしてい

るか、ひと目でわかるようにしました。

　これをフロー化したのが

「パレット積載効率から考

えた設計思想」です。新

製品はもちろん、既存商品

の見直しの早期段階で積

載効率を確認し、余裕寸

味の素（株）食品研究所 FAD-P

❷ 外装設計改善プロジェクト＜パレット積載効率改善＞

　外装設計において「パレットの積載効率80％以上」を目標とし

て定めました。それに基づいて外装を設計し、そこから製品

の入数や個装を設計するという「パレット積載効率から考えた

設計思想」を導入しました。これにより、包装の設計・改善の際に

必ず物流視点が盛り込まれるようになりました。

法などミリメートル単位で精細に見直し、場合により入数変更など事

業部門に提案できるようになりました。

　この活動を一過性のものにしないために、包装設計部門以外への

啓発活動と早期設計を促すべく、物流企画部、広告部、品質保証部と

合同で、事業部門対象の勉強会を2年間で約150名に実施しました。

　勉強会後は「FAD-Pに包装改善依頼をすると、必ず物流視点で

提案がされる」「物流効率を変えない範囲で個装設計を変更したい」

といった声があがったほか、研究所内の開発技術を設定・評価す

る会議で「物流視点の改善はないか」という声があがるようになり

ました。

　物流品質向上のプロジェクトは、品質向上、コストメリット、環境配

慮向上の一石三鳥の取り組みです。

　味の素グループ全体にこの活動を浸透させていきたいと思います。

　コーヒーやミルクの香り成分をアロマ化する新技術により、味わい

を濃厚にする製品改良を機に、容器包装を環境に配慮した素材を使

用し、コンパクト化を実現しました。

　中身容量に合わせてスティックの長さを2cm短縮したことに加え、

フィルムの印刷素材にサトウキビ由来材料を一部使用したバイオマス

PETフィルムを採用しました。スティックの短縮に合わせて個装をコ

ンパクトにするとともに、箱の開封口を工夫し、

ジッパー等小さなゴミが出ないよう改良しました。

　個装同様に外装（段ボール箱）も小さくなることで、主力品の〈ブレン

ディ〉スティックカフェオレ10本の場合、１パレットに積載できる外装が40

ケースから64ケースになり、物流効率の改善にもつながりました。

　この改良で、包材重量で年間約400トン、CO₂排出量で約1,400トン削

減できる見込みです※1。

事例2 味わいを高めながら、コンパクトに
AGF〈ブレンディ〉スティックシリーズ全品、〈マキシム〉〈ちょっと贅沢な珈琲店〉スティック 3品

※1　2014年度販売数量をもとに味の素ゼネラルフーヅ（株）計算式にて算出

旧製品

新製品
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　容器包装に配慮した「味なエコ」マーク®、「ほっとするエコ」マーク商品を広げる
　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ため、

包装の軽・薄・短・小や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。しかし、販売量全体で

まとめて見ると大きな環境貢献効果があります。

　「できるだけ環境によい商品を選びたい」「商品のエコをひと目でわかるようにしてほしい」というお客様のニーズにお応えし、

味の素グループでは2010年より独自の環境マークを商品に表示しています。

 「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。

 「ほっとするエコ」とは？
味の素ゼネラルフーヅ（株）商品の
環境への取り組み情報のことで、ロ
ゴマークは「地球の緑」と嗜好飲料
がもつ「やすらぎ」を表現しています。
2015年春より表示を開始しました。

「味なエコ」
マークR商品数

165品種

「ほっとするエコ」
マーク商品数

95品種

2015年8月現在
味の素（株）・

味の素冷凍食品（株）

2015年8月現在
味の素ゼネラルフーヅ（株）

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です。
ゴミを減量化し、CO2排出量を約20～50%抑制しました。

再生紙でエコ
古紙パルプの配合量が80%を超える再生紙を使用しています。
資源を大切に利用していくために、リサイクル素材を積極的に
採用しています。

DATA

日常生活でゴミを減らすことを
心がけている

ゴミの分別は面倒でも
きちんと行う

調味料は詰め替え品を
買うようにしている

食品の包装、生鮮のトレイなど
ムダが多いと思う

日々の食卓における環境配慮調査

袋包装の最表面のフィルムに、
植物由来原料を20％以上使用
のPETフィルムを採用

従来の石油由来原料を植物
由来プラスチックに25％以上
置き換えたキャップやトレイを
採用

植物性プラスチックでエコ
包装材料の一部に植物性プラスチックを使用
しています。植物性由来原料を使用すること
で、石油使用量とCO2排出量を抑制できます。

再生プラスチックでエコ
包装材料の一部に再生プラスチックを使用しています。再生プラス
チックを使用することで、石油使用量とCO2排出量を抑制できます。

※　レギュラー・コーヒー商品の袋包装の最表面のフィルムに、
　　再生樹脂を80％以上使用したPETフィルムを採用
※　ボトルコーヒー商品のボトルに、再生樹脂を50%以上使用したPET樹脂を採用

間伐材でエコ
包装材料の一部に間伐材を使用しています。間伐材マーク
認定委員会※1の認定を得ている容器包装※2を使用しています。

※1　全国森林協会連合会が設置する委員会
※2　間伐材パルプを10%以上使用

森林資源保護でエコ
包装材料の一部に、適切に管理された森林で生産されたこ
とを示すFSCR※3の認証紙を容器包装に使用しています。

※3　Forest Stewardship CouncilR：森林管理協議会
　　 FSC® N002418

省包材でエコ
この商品は、包装材料使用量を従来品に比べ
低減しています。

詰め替えでエコ
袋商品から中身を詰め替えて、長持ちする瓶
を繰り返し使っていただくことで、環境負荷を
抑制できます。 ご使用後、簡単に分別

できるキャップを採用

瓶ラベルが簡単にはが
れる　「易剥離ラベル」
を採用

易分別でエコ
この商品の包装材料は捨てやすい工夫がされています。

77% 95% 84% 84%

出典：味の素（株）［AMC調査2014］対象：全国の20～70代 ２人以上世帯の主婦1,800人
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物流の取り組み
味の素グループでは、原料の調達から商品をお届けする

物流場面でも、環境負荷低減に取り組んでいます。

特に、輸送にかかわるCO₂の排出削減に対しては、

配送の効率化、モーダルシフト、エコドライブなどによる

取り組みを進めています。

 2014年度の実績

輸配送に伴うCO₂排出量原単位

7.0％減少（2010年度比）

モーダルシフト※4率

36％（鉄道21％、船舶15%）

荷主として：味の素（株）の実績

※4　モーダルシフト：環境負荷の低い輸送手段を選択すること。味の素（株）では、CO₂排出量が
トラック輸送の8分の1という鉄道コンテナ輸送を1995年度から本格的に導入している

　味の素グループでは、現在味の素（株）、味の素冷凍食品（株）の2社

が「特定荷主」であり、2006年4月に施行された改正省エネ法により、輸

配送に伴うCO₂排出量を基準年から5年間で原単位を5%以上削減し、

行政に報告することが義務づけられています。

　味の素（株）では、5年目となる2010年度時点で5.9%の削減ができ、

「特定荷主」義務を大きく上回ることができました。これは、1995年から

取り組んできたモーダルシフトに加え、配送拠点の集約、グループ企業

や他の食品メーカーとの共同配送などを進めたことによるものです。

　2014年度の原単位は、前年比で8.4％減少しました。東日本大震災

を契機にリスク対策として主な物流拠点を川崎地区1拠点から北関東

　味の素グループのモーダルシフトへの取り組みは、味の素（株）物流

企画部や味の素物流（株）を中心に1995年に始まりました。昨今要員

確保が難しくなってきている長距離ドライバー不足への対応と、東西2

補充拠点化による輸送効率の低下を解決するために物流を抜本的

に見直し、輸送力強化と環境配慮型物流を同時に実現する「味の素

（株）スーパーグリーンロジスティックス構想」を現在推進しています。

　2012年までは鉄道のみでしたが、500km以上の長距離輸送におけ

る初めての本格的な船舶輸送を導入しました。現在、関東地区から北

海道地区、関西地区から九州地区、川崎地区から関西地区への商品輸

送に船便を活用しています。また、輸送効率のよい大型の31フィート

コンテナを活用した鉄道輸送を強化しました。この取り組みにより、

2015年9月までに味の素（株）の長距離輸送のモーダルシフト率（食品

カテゴリー）は77%（鉄道26%、船舶51%）となりました。

　今後2015年度末までに導入

前の約2倍となる87%、CO₂排出

量は現行の約半分の約2,400トン

の抑制を目指しています。

　省エネや環境汚染低減などのため、物流手段を自動車や航空

機から、鉄道や船舶にシフトするモーダルシフト。味の素（株）は、

食品業界では他社に先駆けてモーダルシフトに取り組み、大型フェ

リーや貨物船による輸送も導入しました。

　2015年7月に「国土交通省海事局長表彰」を受けました。

エコシップモーダルシフト事業優良事業者
～国土交通省海事局長表彰～

地区・関西地区の2拠点に変更する取り組みを推進し、それに伴う全国

配送ネットワークの整備を進めました。この取り組みに並行して配送の

効率化を進めたことで、原単位は前年比でも減少する結果となりました。

2010年度比でも7.0％の

減少となっています。

　これからも着実に荷主

義務である年1％削減達

成に向け、取り組みを進め

ていきます。

0

45

55
原単位

2012 2013 20142010 2011

50.550.1

（年度）

原単位＝エネルギーの使用量／販売重量

46.648.7 50.9

■ CO₂排出量原単位の推移

TOPICS

　荷主としての取り組み

　味の素（株）の取り組み

受賞した味の素（株）、味の素物流（株）のメンバー

船舶輸送に使用する貨物専用フェリー
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環境

環境マネジメント
味の素グループでは、ISO	14001に準拠した環境マネジメントシステム（EMS）を海外を含むグループ各サイトで適用しており、

国や地域に応じた環境法令への対応や、環境トラブルの防止を図るとともに、環境改善の取り組みを進めています。

 2014年度の実績

 ISO 14001の認証を、対象サイトの

94％にあたる120の拠点で取得
（2015年3月現在）

環境マネジメント

　味の素グループでは、グループ全体で共通した施策の実施を図る

ため、経営会議を頂点にした環境マネジメント運用体制を定め、環境

計画の策定（3年ごとの中期計画、年度計画）、環境アセスメント、環境

監査、環境データ集約などにより環境経営を推進しています。

　2009年度に創業100周年を迎えた味の素グループは“いのちの

　味の素グループは2013年度、事業所の新設により対象サイトが 

合計126となっており、119拠点でISO 14001の認証を取得し、未取

得のサイトでも着実にISO 14001の導入を進めています。

　グループ環境経営を進める上では、環境状況の「視える化」が重

要です。各サイトのCO₂、廃棄物、排水などの環境データを効率的に

ために働く”存在となることを約束しました。2011年4月「味の素グ

ループ環境理念」と「味の素グループ環境基本方針」を改定し、こ

れまで以上に、事業と商品を通じた環境貢献を行うこと、社会との

対話を重視することを明らかにしました。

収集するためのシステム、ASREP※1を開発し、年2回データの収集を

行っています。収集されたデータは、グループ環境実績やゼロエミッ

ション計画の進捗管理、CDP（カーボン・ディスクロージャー・プロ

ジェクト）などの外部開示の基礎データに活用しています。

■ 味の素グループ環境マネジメント運用体制（2015年10月1日現在）

環境会議

経営会議 食品事業本部

環境管理者 ： 事業本部長
EMS事務局 ：生産戦略部

アミノサイエンス事業本部

環境管理者 ： 事業本部長
EMS事務局 ：生産戦略部

その他の単位組織および関係会社
 （企画・事業支援部門、関係会社事業推進部）

環境管理者 ： 生産戦略部長
EMS事務局 ：生産戦略部

環境管理者 環境管理者

味の素冷凍食品（株）

統括環境管理者 ： 社長
EMS事務局 ： 統括組織

味の素製薬（株）

統括環境管理者 ： 社長
EMS事務局 ： 統括組織

味の素物流（株）

統括環境管理者 ： 社長
EMS事務局 ： 統括組織

議長が指名した関係会社
（担当単位組織）

議　長 ： 環境担当役員
メンバー ： 生産統括執行役員
　　　　各事業本部長

　　　　以下を担当する役付執行役員
　　　　　総務・リスク管理部長
　　　　　CSR部
　　　　　関係会社事業推進部

　　　　議長が指名する関係会社の社長
　　　　その他議長が指名する者

事務局 ： 生産戦略部
　　　　CSR部

各単位組織 各関係会社

環境管理者 環境管理者

各単位組織 各関係会社

環境管理者 環境管理者

各単位組織 各関係会社

環境管理者 環境管理者

各単位組織 各関係会社

味の素ゼネラルフーヅ（株）

統括環境管理者 ： 社長
EMS事務局 ： 統括組織

環境管理者 環境管理者

各単位組織 各関係会社

環境管理者 環境管理者

各単位組織 各関係会社

環境管理者 環境管理者

各単位組織 各関係会社

※1　ASREP：The Ajinomoto System for Reporting of Environmental Performance

　グループ環境マネジメント

　グループ環境経営の取り組み

味の素（株）川崎事業所
「環境モニター会議」

インドネシア味の素社 モジョケルト工場
ゼロエミッションに取り組むメンバー
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環境

　味の素グループでは、新商品の発売や新事業の開始、原料や生

産工程の変更などがある場合は、事前にその事業計画の環境影響

を評価し適切な施策を講じることで、将来の環境リスク軽減に努め

ています。各案件の実施責任部門が環境アセスメントを行い、さら

にその内容を生産戦略部環境・安全グループがチェックした後、稟

議決裁します。2010年4月からは、地域ごとの状況をより深く考慮し

たアセスメントを行うため、一部の海外事業所にアセスメント権限を

一部委譲しました。

　さらに、業績評価においても各事業単位の目標管理に「環境項

目」を加え、業績評価の5%に環境目標達成度を組み入れ、味の素

グループの環境に対する位置づけをより明確にしています。

典型 7 公害 大気汚染・水質汚濁・騒音・悪臭・土壌汚染など

廃棄物の処分 廃棄物適正処分・排出者責任など

地球環境問題 地球温暖化・生物多様性保全・酸性雨など

有害物質管理 PRTR対象物質・アスベスト・新規化学物質など

循環型社会形成 3R・省資源・省エネルギー・廃棄物発生抑制など

建築物の影響 日照権・電波障害など

不動産売買 土壌汚染・説明責任・瑕疵担保など

新規科学技術 化学物質汚染・微生物汚染など

社会的責任 行動指針・情報開示・地域コミュニケーションなど

商品開発 エコデザイン・原料調達・物流・ライフサイクルアセスメン
トなど

■ 環境アセスメント項目

■ 軽微な環境事故、
  ヒヤリの状況（2014年度）

■ 苦情などの状況
（2014年度）

国内 国外

大気 7 6

水質 8 13

廃棄物 0 5

騒音・振動 2 2

臭気 0 1

その他 13 21

合計 30 件 48 件

国内 国外

大気 0 4

水質 0 1

廃棄物 0 1

騒音・振動 15 3

臭気 3 15

その他 1 4

合計 19 件 28 件

※2　ヒヤリハット（ニアミス）：重大な災害や事故には至らないものの、直結してもおかしくない一歩
手前の事例の発見のこと。例えば、工程液の保管設備から漏洩があっても、二次容器や事業所
の緊急遮断設備などで食い止め、場外に流出しなかった場合など

　味の素グループでは、近隣住民の皆様に開かれた事業所を目指

しています。味の素（株）川崎事業所では、臭気などの異常を感じた

らすぐにご連絡いただく「環境モニター」制度を導入しているほか、

味の素（株）九州事業所でも近隣町内会と定期的に会合を持ち、異

常の感知等についてご意見を伺っています。また、タイ味の素社やベ

トナム味の素社、味の素オムニケム社などの海外工場でも、地域の

方 を々対象に工場見学を実施しています。

　環境に関する法令違反や事故などが発生した場合には、速やか

に対策を講じる仕組みも構築しています。2014年度には1件の法令

違反がありました｡味の素ハートランド社における排水処理の管理

ミスによる基準値の逸脱です。再発防止処置を講じ、安定した管理

に復帰しています。環境事故においては味の素冷凍食品（株）にお

ける排水の白濁、味の素物流（株）のトラック横転に伴う積荷の液

体漏出がありました。いずれも環境に重大な影響を与えるものでは

ありませんでした。ヒヤリハット（ニアミス）※2も含めて原因究明を行

い、再発防止に努めています。

　味の素グループでは、環境経営の推進に不可欠な「Plan、Do、

Check、Act」のPDCAサイクルの中で、Check機能にあたる環境監

査を重視し、内部・外部の両面から監査体制を構築しています。監

査は、ISO 14001規格への適合を確認する「外部審査」のほか、内

部監査員が半年～1年に一度の頻度で実施する「内部環境監査」

があります。これらは各部署の目標や計画の進捗状況などを確認

し、環境経営を着実に進歩させる重要な役割を担っています。さら

に環境への負荷が大きい事業所に対しては、事業に即した環境経

営の推進を目的として「グループ環境監査」を実施しています。また、

グループとしての環境マネジメントシステムの維持・強化を図るため、

監査員が監査を的確に行えるよう、外部の講師を招いて「味の素グ

ループ内部監査員養成講座」を運営しています。2014年度は156名

が受講し、国内グループ全体の内部監査員は累計で2,624名となり

ました。

環境アセスメントの実施

環境監査の実施

工場の防災体制と環境事故対応
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環境

　味の素グループでは、それぞれの業務を通じて「持続可能な社

会の実現」を目指すために基盤となる環境教育・意識啓発に力

を注いでいます。人事、総務部門等と連携をとりながら、味の素グ

ループの環境活動について周知するとともに、各階層における役割

について継続して教育を行っています。

　2012年度より開始した管理職を対象とするコンプライアンス教

育の中でも、多様化する環境課題に対する企業の社会的責任を果

たすための味の素グループの方針と管理職の役割を理解し、実践

することを促しています。また、新入社員や新任管理職などの各層

にも環境教育を実施しています。グループ全社で2014年度は930

名以上が各種講座を受講しました。

　事業を推進する中で環境に対して適切な事業運営を行うために

は、各業務に応じた専門的で実践的な知識や技術向上が必要です。

味の素グループでは、各組織で任命されている環境管理者・担当

者に対する教育、新事業や商品を企画する事業部門・研究部門担

当者に対する環境アセスメント教育などを継続的に実施しています。

内部環境監査員養成講座は100回を超え、延べ2,600名以上が受講

しました。

　また近年、社会の環境への関心が従来の公害対応から地球環境

保全へと広がり、その早急な解決に向けた新たな環境法や関連条

例の制定、環境法の改正強化が頻繁に行われています。味の素グ

ループにおいても、こうした情報をタイムリーに把握し、確実な法令対

応を行うことが不可欠です。そのため、2011年度より国内のEMS担

当者などを対象に「環境法令研修」を開始し、事業活動に関連の深

い法令について、実務知識を習得するための専門教育を行っていま

す。2014年度は「廃棄物処理法」や「法改正動向」をテーマに、各法

令のポイントや実務対応について情報を共有しました。その他、化学

物質管理に関する法令についても、実務者を対象とした勉強会を定

期的に実施するなど、法令遵守に必要な力量の確保を図っています。

環境教育・意識啓発活動
環境への取り組みを進めるためには、従業員の一人ひとりが環境への意識を持つことが基本となります。

味の素グループでは、世界各地で働く従業員がそれぞれの現場で具体的な行動に結びつけられるよう、

あらゆる機会をとらえて体系的な教育・啓発を行っています。

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
層

一
般
社
員

Smile Earth！
各種教育／啓発ツール

コンプライアンス研修
▶ 新任基幹職研修
▶ 海外赴任者研修

内部環境監査員養成講座 法令研修

一般
＜環境知識＞

専門

新任環境管理者
▶ 担当者研修

通年社員研修
アセスメント勉強会

新入社員研修

■ 環境教育体系

 P140　コミュニティ：「Smile Earth! 」ひとも、地球も、笑顔に。参照

内部環境監査員養成講座グループワーク 環境法令研修「廃棄物処理編」の様子

「環境法改正対策セミナー」テキスト

　その他にも、2007年度より継続している社会・環境貢献活動

「Smile Earth!」活動では、毎年「環境意識啓発キャンペーン」を

実施しています。2014年度はフードロスの削減を目指して「おいしく

食べてエコ」キャンペーンを世界で展開しました。

　専門教育・訓練

　一般教育・啓発活動

日本での活動紹介パネルポーランドでの活動2015年度版ポスター
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