
環境

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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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）
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■ 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
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　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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