
環境

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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環境

　「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）
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 ※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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 Column

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
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■ 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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 Column

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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