
環境

　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。
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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

99 味の素グループ サステナビリティレポート 2015



環境

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）
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■ 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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環境

　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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環境

　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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