
「地球との共生」の実現に向け、味の素グループに期待すること
（有識者アンケートの結果より）

日本近海などを中心に、水産資源の状況
は危機的なものとなっている。これを早急
に改善し、持続的な利用を可能にすること
は最終製造メーカーとしての責務

今後の人口増加や気候変動も踏まえ、
持続可能な生産と消費は事業にとっても
重要で、農業生産者まで遡っての支援が
必要。取り組むべき作物や項目を具体化
して、問題が大きなものから順に注力し
てほしい

特に日本においては、食品ロスの課題
は目標値を立てて取り組むべきテーマ。 
政府セクター、流通、消費者、NPOなどを
交え、業界のリーダーとしての取り組みを
期待する
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地球との共生
特集2

※1 FAO (2012)　※2 IPCC (2013)　※3 OECD (2012)

味の素グループ サステナビリティデータブック 2016 特集2 地球との共生 1 21



「持続可能な生産と消費」を実現するために
世界でイニシアチブを発揮する
人間による消費需要が地球の生産能力を超えていることは、

すでに明らかになっている事実です。

しかし世界人口は増加の一途にあり、

その生活の向上のためには自然資本の賢明な利用と回復・増強が必要です。

地球環境を守りながら、経済活動や日常生活を続けていくために、

「持続可能な生産と消費」をさらに追求しなければなりません。そのために、サプライチェーン関係者や、

他の企業・業界、地域、行政、NPO・NGO、研究機関や専門家など、様々なステークホルダーとの連携・協働を深め、

ともに課題解決に臨みます。味の素グループの成長が、サプライチェーン全体の成長、

そして地球の持続性にもつながるよう、挑戦を続けていきます。

味の素グループの使命

　開発・生産活動に関しては自社内で環境負荷低減ができますが、

広く社会全体で持続可能性を追求するためには、味の素グループ

の努力だけでは足りません。

　そこで、様々なイニシアチブや業界団体、会議等に積極的に参加

し、より大きな活動の輪を生み出していけるよう取り組んでいます。

こうした場に参加することで、私たちの持つ知見を社会に還元する

とともに、社会からも学び、期待に応えていきます。

　地球環境の課題は、一朝一夕に解決できるものではありません。

解決に向けた歩みそのものを持続可能なものとできるよう、これから

も自社の活動と社会との連携を両輪として活動していきます。

　味の素グループが事業活動を通じて持続可能な生産と消費を

実現するためには、サプライチェーンの最源流である調達段階から、

開発・生産活動、物流、生活者とのコミュニケーションに至るすべて

の活動で、地球と社会の未来を考えた行動をとる必要があります。

　特に調達に関しては、自然資本が開発途上国に多く存在してい

ることもあり、地域が抱える社会・環境課題も理解しながら、社会の

仕組みを変えるようなアプローチが必要になることもあります。

　このため、なぜ味の素グループが持続可能性を重視しているのか

を「サプライヤーCSRガイドライン」等で明示し、多様な関係者と共

通認識を持ってともに活動していかなければならないと考えています。

■ 広く社会に目を向け、価値観と目標を共有する

■ 社外との連携で、
 より大きく継続的な活動を目指す

味の素グループのアプローチ
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　このような地域に根ざした資源循環型アミノ酸発酵生産方式を、

味の素グループでは「バイオサイクル」と呼び、40年以上世界各地

で実践してきました。発酵法を使わずにアミノ酸製造を行えば資源

の枯渇につながりかねません。資源効率のよい製造法を追求し続

けることは私たちの事業の持続可能性にかかわっています。

　コプロはそのままでも栄養豊富な有機質肥料として活用できますが、

植物に必要なアミノ酸やミネラルなどの栄養をさらにバランスよく配合

して、より肥料効果が高く、より高付加価値な農業資材とするための

研究も行っています。これにより、農産物の生産性や品質、付加価値

の向上に貢献したいと味の素グループでは考えています。こうした取り

組みを通じて、地域の農家、農作物加工業者、味の素グループの三

者にとって有益なバイオサイクルモデルの構築に挑んでいきます。　

地域の恵みで生産し、地域に実りを返す

　世界人口の増加が見込まれる一方、食資源の安定的な確保は

世界規模での課題となっています。その解決策の一つとして、私た

ち味の素グループは、持続可能な農業に貢献していきたいと考えて

います。

　味の素グループでは、世界9カ国・18の工場でアミノ酸を生産し

ています。創業以来、サトウキビやキャッサバ、トウモロコシ、テンサイ

など、それぞれの地域で入手しやすい農作物を原料として、発酵法

を用いて生産します。その過程で、発酵液からアミノ酸を取り出した

後に残る栄養豊富な副生物（コプロ）を、地域の農作物の肥料や

家畜・水産物の飼料としてほぼ100％活用しています。

■ 味の素グループ独自の「バイオサイクル」

持続可能な農業に貢献する
「バイオサイクル」

サトウキビ畑50万haに必要な化学肥料（窒素分）の70％をカバー

糖蜜（サトウキビの搾り汁）

製糖工場

150万t

光合成によって
大気中のCO2を吸収

化学肥料

2,800万t

粗糖

420万t

サトウキビ

3,800万t

副生物
160万t

有機質肥料
160万t

太陽

R

製品

うま味調味料
「味の素®」

50万t

副生物の資源化

バイオサイクル
地域とともに、いつまでもつくり続けられる仕組み

50万ha

サトウキビ畑

副生物の資源化

収 穫

うま味調味料
「味の素  」

窒素分

化学肥料製造に伴う排出CO2の削減に貢献

この図は味の素グループが1年間に世界各地で生産するうま味調味料｢味の素R｣を50万トンとして、その原料がすべてサトウキビと仮定して表したモデルです。
サトウキビ栽培ならびに製糖産業にかかわる数値は世界の標準的な数値を用い、うま味調味料｢味の素R｣生産に関する数値は味の素グループの実績に基づいています。

※1	だし昆布100gあたりのグルタミン酸平均抽出量
は、100gあたり2,240mgをベースに算出

※2	完熟トマト100gあたり140mgをベースに算出

アミノ酸発酵生産の重要農作物原料であるサトウキビ、トウモロコシ、キャッサバ コプロをイネの栽培に活用

もしアミノ酸をつくるのに
発酵法を使わなかったら…

「味の素®」の年間製造量を
50万トンとしたとき、

833年分※1

すべてを昆布でつくると、
日本の昆布の年間生産
量の833年分、乾燥重
量で2,500万トンが必要

2億トン※2

すべてをトマトでつくると、
世界の年間平均生産
量の1.6年分、2億トンが
必要
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FDGは従来、農家に固肥「AmiMate®」を供給してきました。現在は農家に

対し、栽培から、コーヒー豆の選別・保管などの品質管理に至るまで丁寧な

指導を行っています。これにより「Birdy®」に使用するコーヒー豆の約3割を、

FDGが直接購入しています。安定した量と質の原料を確保でき、農家の収

入向上にも貢献するこのスキームを、「Birdy®」のビジネス成長とともに拡大

していきます。

新たな取り組みとして、タイ味の素冷凍食品社が製造する冷凍餃子用のキャ

ベツのバイオサイクルが始まりました。FDGは農家に対して、発根促進効果の

ある液肥「ROOTMATE®」を供給するほか、農薬の使用方法の指導・管理、

収量が高く病害虫に強い種の推奨なども行います。収穫されたキャベツは、タ

イ味の素冷凍食品社の受け入れ規格に合わせてFDGの加工場で選別・加工

し納品しています。

タイの地方の農家では、トウモロコシを二期作した後、連作障害を防ぐために

ヒマワリなどを植えています。しかしこれまで、ヒマワリには肥料も与えず、収量

も低いままでした。FDGはタイにある製油会社と連携し、高付加価値で高収

量の「高オレイン酸」ヒマワリ種と液肥「Ami-Ami®」を農家に供給し、栽培

指導を行っています。収穫した種はタイにある製油会社でヒマワリ油として搾

油し、日本のお菓子の原料等に使われるようになりました。

地域と工場を結ぶ、
バイオサイクルの「懸け橋」として

事

例

タイ・FDグリーン社の取り組み

■ 缶コーヒー「Birdy®」の原料となるコーヒー豆

■ 冷凍餃子の原料となるキャベツ

■ 高オレイン酸のヒマワリ油

　タイ味の素社では40年以上前から、コプロを有機質肥料として

工場周辺の農家に提供してきました。2001年からは、農業専門

の子会社であるFDグリーン社（FDG）がコプロ総括販売の役目を

担っています。

　近年FDGでは、培ってきたノウハウを活かして、農家に付加価値

のある農作物の栽培や品質管理の指導も積極的に行っています。

さらに、その農作物をFDGが購入し、味の素グループの製品や地

域の新たな付加価値製品に使用するという新たなサイクルも生ま

れています。長年育んできた農家とのつながりが、味の素グループ

が安定した品質の原料を安価に、安定的に調達するための一助と

なり、同時に地域の農家・農作物加工業者にも利益をもたらすとい

う好循環につながっています。

　この関係性をより強固なものとするために、今後は「サプライヤー

CSRガイドライン」を遵守した仕組みの構築を目指します。FDGがコ

プロの販売と原料調達を通じて、農家と味の素グループをつなぐ懸

け橋となれるよう、積極的に取り組んでいきます。
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FDグリーン社のDirector　中村	和之（写真右から2番目）
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搾りかす）やとうもろこしの葉茎といった非可食バイオマスなどの原

料を利用する技術、などがあります。　

　特に④は、世界各地で実用化が進んでいます。さらに、バイオマ

スを糖化してアミノ酸発酵の原料としても利用する技術についても、

今後重要度が高まるものと考え、研究開発を進めています。

「低資源利用発酵技術」によるアミノ酸製造を研究

　アミノ酸の発酵生産に用いる農作物は、貴重な食資源であると

ともに、バイオ燃料や工業用素材としても需要が高まっています。ア

ミノ酸の世界的メーカーとして環境負荷の低い生産法の開発に取

り組み続けることは味の素グループの社会的責務です。

　味の素グループでは、長年にわたり、独自の先端バイオ技術を活

用して少ない原料で効率よく発酵製造する技術や、食資源と競合

しない原料で製造する生産方法、すなわち“低資源利用発酵技術”

の開発を精力的に進めてきました。

　低資源利用発酵技術には、①発酵の生産効率を上げることで

主原料（糖）を削減する技術、②副原料（糖以外の原料）や排水量

を削減する技術、③地域の未利用資源だったもみ殻やウッドチップ

などを活用したバイオマスボイラーの導入、④バガス（サトウキビの

　味の素グループでは「再生可能なエネルギーの利用比率15％以

上」を目標に掲げ、発酵原料の非可食部や地域の未利用資源を

使用した「エネルギーのバイオサイクル」を世界各地で進めています。

　ブラジル味の素社のラランジャル・パウリスタ工場では、発酵生

産原料を自製化したことで生まれるサトウキビの搾りかす（バガス）を

バイオマスボイラーの燃料に、燃やした後の灰をコプロとして利用す

るという新しいバイオサイクルを構築しています。その他、ベトナム味

の素社のビエンホア工場ではウッドチップやペレット状の米のもみ

殻を、タイのカンペンペット工場・アユタヤ工場では地域で未利用の

米のもみ殻を燃料として利用しています。

　飼料用アミノ酸の製造を行う味の素アニマル・ニュートリション・

グループ（AANG）では、低資源利用発酵技術を中心とする最新の

生産技術の導入を進めてきました。すでに、ブラジル、北米、フラン

スで導入が完了しています。

　特に飼料用トリプトファンは需要拡大が見込まれており、生産体

制の整備が急がれています。生産能力を増強するために、AANG

では低資源利用発酵技術をさらに発展させ、製造コストと環境負荷

を下げながら増産を可能とする新しい生産技術を確立しました。フ

ランスでは2016年5月から増産を開始、北米でも2017年5月より

生産を開始する予定です。

■ 資源を余すことなく活かし切る
　「低資源利用発酵技術」

■ 「再生可能エネルギー」が生み出す
　 新たな「バイオサイクル」

■ 「低資源利用発酵技術」を活用した
　 飼料用トリプトファンの生産

コーヒーバイオサイクル
タイ味の素社タイ味の素社

コーヒー豆コーヒー豆

固肥固肥

BirdyBirdy

キャベツバイオサイクル
タイ味の素社タイ味の素社

キャベツキャベツ

液肥液肥

冷凍餃子冷凍餃子

タイ味の素冷凍食品社タイ味の素冷凍食品社

ヒマワリバイオサイクル
タイ味の素社タイ味の素社

ヒマワリ種ヒマワリ種

液肥液肥

ヒマワリ油ヒマワリ油

タイにある
製油会社
タイにある
製油会社

現在

一部導入

目指す姿

糖

糖

糖

従来の発酵菌

バージョンアップ発酵菌

非可食バイオマス
バガス（サトウキビの搾りかす）

バイオマス糖化技術

製品を
使用していない場合

製品を
使用した場合

で肉
汁

で肉
汁

で肉
汁

で

で

で肉
汁

OILOIL

肉
汁

肉
汁

肉汁

（左）タイ味の素社	アユタヤ工場　（右）ベトナム味の素社	ビエンホア工場
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家畜の成長と環境負荷低減を
アミノ酸で実現

飼料のアミノ酸バランスを改善して、家畜の成長を促進

　世界人口の増加と経済成長に伴い、良質の動物性たんぱく質

である食肉の需要は今後ますます伸びるものとみられています。こ

のため畜産業界では、より効率的に高品質な食肉を生産すること

が重要な課題となっています。その解決に、飼料用アミノ酸が貢献

できると味の素グループでは考えています。

　一般的に、家畜にはトウモロコシや小麦、大豆ミールなどを配合し

た飼料が与えられます。しかしこうした配合飼料は、リジンやスレオニ

ン、トリプトファンといったアミノ酸が不足しがちです。アミノ酸のバラ

ンスが悪いと、飼料中のたんぱく質が家畜の体内で有効に利用さ

れず、余ったアミノ酸は排泄されてしまいます。飼料用アミノ酸でこ

れらの不足しがちなアミノ酸を補うことで、飼料中のアミノ酸を有効

に使えるようになり、家畜の成長も促進されます。

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

　家畜の体内で余ったアミノ酸は、窒素化合物として排泄されるこ

とになります。これは土壌や水質に負荷を与えるだけでなく、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。飼料用アミノ酸を添加した低タンパク飼料は、通常飼料に

比べ窒素排出量が3割抑制できます。味の素グループの全世界で

の年間リジン販売量を35万トンとすると、CO₂換算で400万トン以上

抑制できると推計できました。このように、飼料にアミノ酸を添加して

バランスを整えることで、地球環境負荷の低減に貢献できるのです。

■ 家畜の排泄物による環境負荷を低減

排泄
タンパク タンパク

タンパク

第12回 LCA日本フォーラム表彰「経済産業省産業技術環境局長賞」
【社会からの評価】

味の素グループでは、環境影響を客観的に評価できるライフサイクルアセスメン

ト（LCA）を用いて、「視える化」手法の開発に積極的に着手しています。このた

び、味の素グループの飼料用アミノ酸の研究開発・生産・販売による食糧・環

境問題解決へのグローバルな貢献活動、および食品業界LCA推進のリーダー

シップを発揮したことが評価され、第12回 LCA日本フォーラム表彰※の「経済

産業省産業技術環境局長賞（最高賞）」を受賞しました。

※	「LCA日本フォーラム表彰」は、製品のライフサイクルという観点から環境負荷削減に取り組む企業、組織、研究者
などを表彰し、ライフサイクルアセスメントの普及・定着を目的する表彰制度です。

環境P15参照
外部との連携で「飼料用アミノ酸」を広げる
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品の分野での活動は遅れているといわれています。

　こうした状況を踏まえ、味の素（株）は2012年8月にRSPOに加

盟。また、使用するパーム油関連原料について2020年までに持続

可能なパーム油由来品へ切り替えるというグループ・グローバル共

通の行動目標を掲げ、実行に移しています。

　日本では味の素（株）、味の素ゼネラルフーヅ（株）、味の素冷凍

食品（株）が2018年までに認証パーム油など持続可能なパーム油

への転換を達成すべく、ロードマップ（調達計画）を定めて活動を

行っています。一方、海外では国・地域によって事情が異なり、認証

パーム油が流通していない場所もあります。このため現時点では明

確なロードマップは描けないものの、RSPOの認証パーム油が使え

るところでは積極的に導入しながら、各地で社会の仕組みづくりに

貢献し、早期にロードマップを描けるよう図ります。

　RSPOのような組織とともに活動することで、自社だけは不可能

な業界横断、社会全体の仕組みづくりが可能となります。持続可

能なパーム油を日本でより広げていけるよう、味の素グループがリー

ダーシップを発揮し、行動を示していきます。

持続可能なパーム油の調達を目指して

社会との連携で、パーム油調達の課題に挑む

　将来にわたってパーム油を使い続けるためには、パーム油を取り

巻く産業の在り方を持続可能な形に変えていかなければなりませ

ん。そこでWWFなど7つの関係団体が中心となり、2004年に非営

利団体「持続可能なパーム油のための円卓会議（RSPO）」が設立

されました。RSPOは、持続可能なパーム油のグローバルな標準を

策定・実践することを目的としています。アブラヤシ生産者、精油業・

商社、消費者製品製造業、環境・自然保護NGO、社会・開発NGO、

銀行・投資家、小売業の7つの異なるステークホルダーによって構

成されているのも特徴です。

　日本は世界第18位のパーム油消費国で、世界全体から見るとそ

の消費量は特に多いとはいえません。しかし、今後世界的なパーム

油の需要増が起これば、調達に影響が出ることは明白です。日用

品のメーカーなどでは取り組みを始める企業が増え始めましたが、食

■ 多様なセクターが連携するRSPO

■ 日本での取り組みに先鞭をつけるために

① 熱帯林、泥炭湿地林などの伐採

② 森林火災

③ 生物多様性の消失

④ 気候変動

⑤ 土地をめぐる先住民などとの紛争

⑥ 土壌侵食・汚染など

⑦ 労働と安全問題

パーム油生産に伴う諸問題

WWF『持続可能なパーム油の調達とRSPO』より抜粋

① 透明性へのコミットメント

② 適用法令と規則の遵守

③ 長期的な経済・財政的実行可能性へのコミットメント

④ 生産者および搾油工場による適切なベストプラクティスの活用

⑤ 環境への責任と自然資源および生物多様性の保全

⑥ 生産者および搾油工場により影響を受ける従業員や個人、地域社会への責任ある対応

⑦ 責任ある新規農園開発

⑧ 主要な活動分野における継続的な改善へのコミットメント

RSPOの「アブラヤシ生産における8原則」

2016年9月、日本初のRSPO公式シンポジウム「RSPOジャパン・デー2016」が開催され、味の素（株）は産業界を代表して実行委員会副委員長として携わりました

公正な事業慣行P6参照
持続可能なパーム油への取り組み
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広範囲にわたる回遊ルートを知るための礎を築くことができました。

　2015年度には、最新のピンガータグを導入。タグが遊泳深度な

どの情報を超音波を用いて発信するため、受信機を魚礁等に設置

すれば、半径500m以内にいるカツオから再捕することなくデータを

得られるようになりました。個体ごとの詳細な行動パターンのデータ

が取得でき、カツオの生態を知るための新しい知見が得られるもの

として期待しています。

　水産資源の管理には、各国の利害関係や複雑な国際交渉が絡

み合います。このため、今後は国内の調査を継続しながら、国際的

な協働にも注力する必要があると私たちは考えています。現在、台

湾の水産行政や研究者と標識放流調査の協働を開始しています。

さらに、将来的にはインドネシアやフィリピンなど周辺諸国との連携

も進める考えです。

　科学的知見をベースに国際的な合意形成を目指すこの挑戦は、

味の素グループとアジア太平洋地域がともに成長するために大き

な効果をもたらすと考え、今後も活動を継続していきます。

水産資源の持続可能性を
高めるために

国際的な資源管理を視野に入れ、カツオ資源を調査

　日本人が古来から親しみ、味の素（株）の主力製品である「ほんだ

し®」の原料としても使われるカツオ。しかし、その生態や回遊ルート

にはいまだ謎が多い魚でもあります。

　WCPFC※1の科学委員会では、カツオの中心漁場である中西部

太平洋海域のカツオ資源は「資源枯渇でも、過剰漁業でもない」と

評価しています。一方日本の近海では、2000年代後半以降、カツ

オの漁獲量に顕著な減少が見られますが、科学的な知見が不足し

ており、原因の特定や対策には至っていません。

　「ほんだし®」原料のカツオは中西部太平洋熱帯海域のものを使

用しており、私たちの事業に直接差し迫った危機はありません。しか

し、日本発の食品企業グループであり、天然の水産資源を利用す

る立場として、日本と世界のカツオ漁を持続可能なものにしていくた

めに、科学的知見に基づいて議論する必要性を強く感じています。

そしてその実現には、企業だけでなく、行政や漁業者など海産資源

にかかわる多様な関係者との連携が不可欠です。

　そこで味の素（株）は、国立研究開発法人 水産研究・教育機構 

国際水産資源研究所とともに、2009年から「カツオ標識放流共同

調査」を通じてカツオの生態に関する基礎調査研究を進めてきました。

　従来の調査活動では、個体識別用のタグ（標識）や、アーカイ

バルタグ（記録型電子標識）による回遊ルートの時刻、温度、深度、

照度などの記録を行ってきました。これらのタグからデータを得るた

めにはカツオの再補が必要でしたが、多くの漁業者に協力を仰ぎ、

■ 謎の多いカツオの生態を、
　 科学的に明らかにする

■ 調査手法を革新し、
　 国際間連携も視野に入れて活動

2015年からは、最新のピンガー（超音波標識）を東京海洋大学海洋環境学部門の協力を得て導入
しています。与那国島沖の海域に設置されている5か所の浮漁礁（パヤオ）に超音波信号を受信する
受信機を設置して、データ受信のネットワークを構築しています。
この調査により、漁礁での滞在期間には個体差があり、すぐに移動するものから数カ月にわたり滞留
し続けるものもいるとわかりました。こうした、特定の場所におけるカツオの行動の詳細を知ることは、
その地域の漁業者にとって効率的で資源保全に配慮した持続可能な操業への大きな力となります。

■ 与那国島沖での受信機の設置

※1 WCPFC： 中西部太平洋まぐろ類委員会（Commission for the Conservation and 
Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central 
Pacific Ocean）。中西部太平洋のカツオの資源管理を行う国際機関

環境P9-10参照
持続可能なカツオ漁業と資源利用への取り組み
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社会全体で、
地球と共生するサイクルを築くために

社会全体が「循環」するためのハブ機能を目指して

　現在、欧州を中心に「サーキュラー・エコノミー」という新しい提案

が広がりつつあります。これは、環境保全のみならず、経済的な成

長の戦略として、ムダや廃棄物の削減、リサイクル、シェアリング等

の活動を捉える考え方です。

　私たちはこれまでも、バイオサイクルをはじめ食資源やエネルギー

をムダなく活かし切る様々な取り組みを進めてきました。取り組みを

通じて味の素グループが成長するとともに、私たちの活動に必要な

原料を生産している地域の農業や経済活動を豊かにする役割も

担ってきたと自負しています。

　一方、製品・サービスを届ける先である生活の場面では、まだまだ

できることがあると自覚しています。法制度や体制などの制約もあり、

完全なサイクルを形作ることは難しいですが、生活者の皆様とも連

携を図りながら社会全体での「循環」を築けるよう、味の素グループ

がハブの機能を果たしていければと考えています。

　AGFグループでは、お客様の手元での「省ゴミ／再利用／分別

促進」まで考えた容器包装の3Rを従来より進めてきました。

　ボトルコーヒーには、2012年よりペットボトルからペットボトルを再

生する資源循環型リサイクル技術を導入していましたが、当時は非

耐熱性の再生ペット樹脂のみであったため、再生ペット樹脂の使用

率は50％にとどまっていました。

　2016年春より、使用済みペットボトルを化学的に分解した材料

を再び耐熱タイプのペットボトルにリサイクルする技術を東洋製罐

グループと共同開発し、主力ボトルコーヒー全商品に導入しました。

再生耐熱ペット樹脂を100%使用したペットボトルは、全世界の飲

料メーカーの中でも唯一AGFだけが行う取り組みです。この新技術

導入により、原料として年間約2,000トン相当（概算）の石油資源

使用量を削減します。

世界で唯一、再生耐熱PET樹脂100％使用のペットボトル導入
［味の素ゼネラルフーヅ（株）］

■ 製品を通じた取り組み

食資源

食料

エネルギー

包材

環境P20参照
環境に配慮した容器包装の開発

従来のペットボトルのサイクル→
再生ペットボトルのサイクル➡

■　従来のペットボトルと
   再生ペットボトルのサイクルの違い

「第42回 資源循環技術・システム表彰 
経済産業大臣賞」 
（主催：（社）産業環境管理協会）

この活動で
 受賞！
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　外食や中食（家庭外で調理されたものを購入し、家庭内で食べ

る食事）が日常的になるにつれ、外食産業や小売店でのフードロス

（食品廃棄）が大きな課題となっています。そこで味の素グループは

独自技術を活かし、製品を通じてフードロス削減に貢献しています。

「お米ふっくら調理料」

　味の素（株）の酵素技術により、炊飯時に加えるだけでお米の保

水力が向上し、ふっくらしたごはんに炊き上がります。炊きたての食

感を長時間保持できるため、主に中食業態のごはん品質低下の抑

制に貢献しています。

「唐揚げ・お肉ジューシー調理料」

味の素（株）独自の配合技術により、唐揚げに代表される厚切り肉

メニューで、歩留りが約10％アップします。加工でん粉、乳酸カルシ

ウム、炭酸ナトリウムなどの素材が相互に作用することにより、肉メ

ニューのジューシーさや食感が好ましいものとなり、冷めてもおいしさ

を維持でき、歩留りもアップするため、幅広い外食・中食産業のお

客様にご使用いただいています。

外食・中食産業でのフードロス削減
～お米ふっくら、お肉やわらか調理料～［味の素（株）］

コーヒーバイオサイクル
タイ味の素社タイ味の素社

コーヒー豆コーヒー豆

固肥固肥

BirdyBirdy

キャベツバイオサイクル
タイ味の素社タイ味の素社

キャベツキャベツ

液肥液肥

冷凍餃子冷凍餃子

タイ味の素冷凍食品社タイ味の素冷凍食品社

ヒマワリバイオサイクル
タイ味の素社タイ味の素社

ヒマワリ種ヒマワリ種

液肥液肥

ヒマワリ油ヒマワリ油

タイにある
製油会社
タイにある
製油会社

現在

一部導入

目指す姿

糖

糖

糖

従来の発酵菌

バージョンアップ発酵菌

非可食バイオマス
バガス（サトウキビの搾りかす）

バイオマス糖化技術

製品を
使用していない場合

製品を
使用した場合

で肉
汁

で肉
汁

で肉
汁

で

で

で肉
汁

OILOIL

肉
汁

肉
汁

肉汁

　味の素（株）では、普段の料理や食事を通じて実践できる環境活

動を、食卓からのエコライフ＝「食エコ」として、様々な形で提案して

います。2015年8月に開催した第1回「食エコKIDsサミット」では、

過去に「食エコ」に取り組んだ中高生が、「食エコ」を始めるきっかけ

やみんなで「食エコ」に取り組むためのサイクルを考えてくれました。

　また、企業1社にとどまらず社会全体でエコライフを推進していく

ために、味の素（株）と花王（株）は2011年に「食とくらしのサステナ

ブル・ライフスタイル研究会」を立ち上げました。2015年度は、川崎

市と連携して「体験型教育プログラム」を開発。2016年7～8月、4

日間にわたる「夏休みチャレンジ」を川崎市の小学5年生とその保

護者21組に向けて開催し、一人ひとりがエコなライフスタイルを考

えるきっかけづくりを行いました。

■ 生活者とともに進めるエコライフ

各成分により脂を溶かしたり、筋線維のつながりを緩めたりするとともに、加工でん
ぷんの小さい粒が肉の表面や中に入り込み、肉汁を保持する

4日間学んだことを思い出しながら、あらためて自分の暮らしと地球環境とのつなが
りを考える子どもたち

4日間、みんなで学び、体験した子どもたちに修了証を授与

「エコうま」クッキングに挑戦

消費者課題P12-13参照
（食卓から始めるサステナブルなライフスタイル提案）
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