
■ CSR活動体制図

● FSC®認証紙の利用促進 ● 様々な組織・団体と連携した活動を推進

倫理的で誠実な取引の実践

P57　CSR調達の推進
● 味の素グループの調達方針
● 重要原料の持続可能な調達に向けた取り組み
● 持続可能なカツオ漁業と資源利用に向けた取り組み
● コーヒー豆の持続可能な調達
● 森林破壊ゼロに向けた取り組み
● 持続可能な紙利用推進への取り組み
● 持続可能なパーム油への取り組み

P63　公正な競争の確保のために
 
P63　汚職の防止

P64　知的財産を守り、適切に使用する

● 味の素グループ行動規範
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● 味の素グループ購買基本方針
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/basic_purchasing_policy.html

● 味の素（株）サプライヤーCSRガイドライン
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/supplier_csr_guidelines.html

● 味の素グループ 紙の環境配慮調達ガイドライン
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/environmentally_responsible_
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● 味の素グループ 生物多様性に関する考え方と行動指針
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● 味の素グループ贈賄防止ポリシー
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世界中に広がる原材料の生産地やサプライチェーンにおける環境や人権、労働安全といった社会的側面に配慮していくことが、

将来にわたって持続可能で安定した調達を実現するためにも重要です。

味の素グループは、サプライチェーンの関係者と連携・協働してCSR調達を推進していきます。

CSR調達の推進

■ 味の素グループの購買基本方針

■ CSR調達に関するガイドライン

■ CSR調達に関するガイドライン体系

味の素グループの調達方針

Ajinomoto Group Principles（AGP）

味の素グループ購買基本方針

品質方針 労働安全衛生方針 セキュリティポリシー 人事理念環境方針

サプライヤー CSR ガイドライン
－ ともに学び、ともに強くなる －

「味の素グループ
生物多様性に関する
考え方と行動指針」

「味の素グループ
紙の環境配慮

調達ガイドライン」

持続可能な農畜水産物調達に向けた方針・ガイドライン類

▶ お取引先への CSR 観点の期待事項を明文化

▶ AGP、国連グローバル・コンパクト、ISO26000 に則って、人権・労働安全・環境・
コンプライアンス等の大項目で構成

▶ 本ガイドラインに沿って、お取引先の自主的な CSR の取り組みを推奨するとともに、
サプライチェーン上流に取り組みを促していただき、サプライチェーン全体のCSRを推進

▶ 個別原材料ごとに持続可能な調達に向けた考え方・方針を策定

　味の素グループは、2006年に｢味の素グループ購買基本方針｣を制定し、すべての購買取

引において、公正・公平・透明・簡素を心掛けています。ビジネスパートナーであるお取引先をは

じめとするすべてのステークホルダーの方々から信頼を得られるよう、法令を遵守し、契約を履

行し、合理的に業務を遂行することを定めています。

　また、この｢味の素グループ購買基本方針｣の中では、｢遵法・購買倫理｣、｢購買取引の原

則｣のほか、お取引先とともに協働してCSRを実践していくことを定めています。

　味の素グループは、｢味の素グループ行動規範｣のもと、購買取引に関する基本方針として

｢味の素グループ購買基本方針｣を定めています。｢味の素グループ購買基本方針｣では、購

買取引におけるCSRの実践と、お取引先でのCSR推進の要請を謳っており、その具体的なガ

イドラインとして「サプライヤーCSRガイドライン」と「持続可能な農畜水産物調達に向けた方

針・ガイドライン類」を制定しています。

　今後も、サプライチェーンを通じたCSRの実践に向けて、これらガイドラインを大きな柱に、取

り組みの実効性を高めていきます。

味の素グループ 行動規範・方針類
味の素グループ購買基本方針
味の素（株）サプライヤー CSR ガイドライン

参照
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❶ 味の素（株）の取り組み

❷ 味の素グループ各社における取り組み

お取引先への説明会の様子

「味の素（株）サプライヤーCSRガイドライン」

■ お取引先へのCSR観点での期待事項の明示

事業における人権への配慮
人権 P69参照

CSR調達の推進

　味の素（株）は2013年度、「味の素グループ購買基本方針」におけるお取引先へのCSR

観点での期待事項をより詳細に明文化した「サプライヤーCSRガイドライン」を制定しました。

このガイドラインは、お取引先の自主的な改善の指針となるように制定したもので、味の素グ

ループとお取引先がCSRに関する価値観や目標を共有し、「ともに学び、ともに強くなる」ことを

目指し、協働での取り組みを通じて社会からの信頼を得ようというものです。

　「サプライヤーCSRガイドライン」を制定後、味の素（株）は、説明会や文書を通じてすべ

てのお取引先に対し、同ガイドラインに関するお知らせと協力要請を実施しています。さら

に、お取引先がCSR関連項目についての自己診断チェックを実施するためのツール（Self 

Assessment Questionnaire : SAQ）を策定し、お取引先に対して自己診断をお願い

し、そのフィードバックも実施しています。この自己診断は、良好な職場風土の醸成、社会的

責任に関する項目と、製造工場のフードディフェンス管理に関する項目にて構成されています。

2015年6月からは、サプライヤー向けのフードディフェンス監査を開始し、フードディフェンスにか

かわるハード面、ソフト面の継続的改善を推進しています。お取引先での自己診断に対する個

別フィードバックは2016年3月に実施し、改善を要請しました。さらに、2017年4月からは、品質

監査のなかでフードディフェンス項目を確認していきます。

　また、2016年6月には、サプライヤーとの相互理解の促進を図るため、「サプライヤーアン

ケート」を実施しました。調査の目的は、サプライヤーと当社の規範等に基づいた2WAYコミュ

ニケーションができているかの確認、サプライヤーからの要望をお聞きして今後の取り組みや

方針策定に反映させることです。

　国内の主要グループ会社（味の素冷凍食品（株）、味の素AGF（株））においても、お取引先

にCSR観点での期待事項を明示する文書を制定し、それぞれのお取引先へのお知らせ、協

働要請を進めています。

　今後も、「サプライヤーCSRガイドライン」の取り組みを順次、その他国内外グループ会社の

活動へ発展させ、各々のお取引先への展開を進めていきます。

■ 「持続可能な農畜水産物調達に向けた方針・ガイドライン類」の策定

　味の素グループでは、製品の個別原材料について、その生産過程で生態系サービスに影

響を与えるリスクや、サプライチェーン上に存在する社会課題の特定を推進しています。原材

料の生産者や協働するサプライヤーとともに、サステナブルな調達を通じて地域社会・経済に

対して貢献していくために、持続可能な農畜水産物調達に向けた方針やガイドラインを体系

的に整備しています。

　2015年度には、既存の「味の素グループ 紙の環境配慮調達ガイドライン」の一部方針を

より具体化し、環境に配慮した紙の調達における実効性を高める取り組みを行いました。

　味の素グループは、既に策定済みの上記「味の素グループ 紙の環境配慮調達ガイドライ

ン」、「味の素グループ 生物多様性に関する考え方と行動指針」の他、今後、特に重要な原

材料を包含する調達方針・行動計画を策定し、持続可能な調達を実践していきます。

味の素グループ 行動規範・方針類
味の素グループ 紙の環境配慮調達ガイドライン
味の素グループ 生物多様性に関する考え方と行動指針

参照
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■ 原則となる取り組みの考え方

重要原料の持続可能な調達に向けた取り組み

※1　国際統合報告フレームワーク
「価値創造プロセス」を参照

※2　生物多様性条約「愛知ター
ゲット」目標4（ビジネスと生
物多様性）の規定を参照。
いわば、事業プロセスの是
非の視座を、従来の「環境
にやさしい」（過去・現在より
も負荷が少ない）から「地球
に正しい」（地球持続性の目
標に照らして適切）に発展さ
せる

❶
実務プロセスの

改善

❷
自然資本の
回復・増強

❸
社会システム創りへの

協働・連携

❹
個別的、

順応的なアプローチ

自然資本を減少させているような調
達・利用の実務プロセスは、「原材料
調達・利用の影響が生態系の循環・
回復の能力の範囲内に収まるよう
に」※2改善する。

自然資本を減少させないことに加
え、事業活動を通じて環境社会に
価値を生み出すよう、自然資本を積
極的に回復・増強させる。

持続可能な社会システム創りに積
極的にかかわる。調達活動を持続
可能な自然資本の回復・増強型の
生産・サプライチェーンの社会システ
ム創りに展開する。サプライチェーン
の最上流に遡って関与し、多様な
関係者との協働・連携を図る。

各資源・原料ごとの環境社会および
サプライチェーン上の課題に応じ、
それぞれに効果的な取り組み方法
を採る。実際状況を把握（モニタリン
グ）し、順応的に取り組む。

※3　4Cアソシエーション（正式名称「Common Code for the Coffee Community Association」）：コーヒー生産農家が、持続
可能な生産活動のための重要なファーストステップの基準に適合するよう支援している

※4　レインフォレスト・アライアンス「Rainforest Alliance」：レインフォレスト・アライアンス認証農園は、森林、河川、野生動物の生息
地、労働者や彼らの家族、共同体の権利と福利を保護している

コーヒー豆の持続可能な調達

味の素AGF（株） 持続可能な調達
http://www.agf.co.jp/csr/environment/
sustainable.html

参照

持続可能なカツオ漁業と資源利用に向けた取り組み

水産資源の持続可能性を高めるカツオ生態調査
特集2 P38-39参照

持続可能なカツオ漁業と資源利用への取り組み
環境 P107-108参照

CSR調達の推進

　事業経営の資本の一つは、原料である生物資源やそれを育む生態系の自然資本※1である

と認識しています。自然資本を毀損し減少させるような利用の仕方は事業継続と成長を阻害

します。そこで、持続可能な原料調達を確かなものとしていくために下表の考え方を持っていま

す。

　近年、中西部太平洋熱帯海域で特にカツオ漁獲量が急激に増加する一方で、日本の近

海・沿岸においては2000年代後半以降カツオ不漁が顕著になっており、カツオ資源と国内カ

ツオ漁業の持続性に懸念が持たれています。

　カツオ資源を将来にわたり持続的に利用していくためには、適切な資源管理ルールに基づ

く国際漁業管理の実施と同時に、日本の食文化を支える国内カツオ漁業と地域の持続的な

発展を担保することが重要です。

　そこで味の素（株）では2009年から、国の研究機関と共同でカツオの標識放流調査に取り

組み、その成果を国を通じて国際漁業管理機関での議論に反映してきました。さらに、先端バ

イオテレメトリー技術を有する国立4大学研究チームとの協働により、持続可能な地域漁業に

貢献する実践的研究を展開しています。また、台湾の行政・研究機関との国際連携により、調

査研究の海域を、台湾沖・南西諸島海域から高知沖に至る黒潮源流域～西日本黒潮流域

の全体に拡大しています。

　コーヒー豆は、生物多様性豊かな地域で生産され、またその多くが零細農家によって生産さ

れています。

　AGFグループでは、2013年1月、コーヒーの生産と流通のサステナビリティの強化・支援に

取り組む国際的な非営利組織「4Cアソシエーション※3」に参画。また、農園の自然環境や、従

事する人々の生活をよりよい状態に保つ取り組みを推進する「レインフォレスト・アライアンス※4

認証」に賛同し、それぞれが定めた基準に適合した農園で生産されるコーヒー豆の調達に取り

組んでいます。
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CSR調達の推進

森林破壊ゼロに向けた取り組み

認識
グローバルレベルでの責任を目指す企業として、原
産地の森林破壊ゼロを支持し、グローバルグルー
プ範囲で、持続可能な紙・パーム油の調達利用
に取り組む。

方針
●  自社の使用において持続可能な紙・パーム油

調達利用を追求
→目標：2020年までに持続可能な調達を実現

する。
●  持続可能な紙・パーム油の調達に向けた社会

の仕組みの健全な発展に貢献

■ 紙・パーム油の持続可能な調達
  への取り組み方針

　森林破壊は、生態系の破壊や生物多様性の喪失に直接つながるとともに、温室効果ガス

排出の20%を占めるといわれています。森林破壊を止めることは、地球環境社会の持続性に

とって極めて重要です。森林破壊が引き起こされる原因は複雑ですが、紙・木材、アブラヤシや

大豆の栽培、牛飼育によることが特に大きな影響を与えていると考えられています。

　味の素グループは、事業活動で使用している紙、パーム油について、その調達と利用が森

林破壊に加担することがないようにするため、グループを挙げて取り組みを進めています。

　森林破壊の問題はパルプ生産のためのプランテーションやアブラヤシ農園で起きています。

一方、味の素グループは、紙やパーム油関連原材料を調達使用する消費財製造事業者であ

り、これらの原材料にかかわるサプライチェーンにおいて下流に位置している存在です。紙や

パーム油はグループの事業活動にとって必要な原材料で、今後も事業発展にとって重要であ

り続けます。そこで、味の素グループにとってこれら重要原料に関して責任ある調達を達成し、

事業活動の健全な成長を確保するために、次の二つの取り組みを進めています。

　まず、現在調達使用している原材料が森林破壊などの環境面や人権問題などの社会面

で問題がないことを確認し、担保することが必要です。特に近年では、原材料の生産・加工段

階で従事する労働者の人権侵害の有無につき、社会の関心が高まっています。そのために

は、調達使用している原材料についてサプライチェーンの最上流まで遡ってトレーサビリティを

確立することが重要となります。問題がある場合には、サプライチェーン関係者との協働により、

即時、適切な対応をとらなければなりません。

　さらに、今後の事業成長に伴い紙やパーム油の調達量が増える場合でも、環境・社会問題

がない原材料を安定的に調達使用できることが必要です。それには、これら持続可能な原材

料の調達使用が、社会全体で当たり前のものになることが重要です。それが味の素グループ

の持続可能な調達をも確実にするからです。そのためには、持続可能な生産、サプライチェー

ンの社会システム創りに自ら積極的にかかわり、SDGsの目標12にも掲げられた持続可能な

消費と生産に向けた多様な関係者との連携・協働の取り組みをリードしていく決意です。

　森林破壊ゼロに加えて、グローバルでの人権課題への対応の重要性が増しており、その双

方を満たすためにRSPOのような仕組みを活用することが効果的、効率的、客観的納得性の

ある手段の一つと考えています。従って、そのような信頼に足る基準や仕組みがある場合には、

それらの積極的な活用に優先して取り組みます。また、それらの社会への浸透を後押しします。

　ただし、これは、必ずしも認証品を購入するということのみを意味するものではありません。認

証品の購入が実際に可能で合理的である場合はそれを追求します。しかし、コーヒークリー

マーの原料として使われるパーム核油のように、現実に認証品の供給が限定されていて合理

的な調達が困難な場合が多いことがあります。このような場合は、持続可能な消費と生産に

資する基準や仕組みを活用して、実質的に環境・社会課題がないことを担保する取り組みを

着実に展開することも重要と考えます。

“森林破壊ゼロ”に向けた取り組み
特集2 P37-38参照
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CSR調達の推進

■ 自社使用における取り組み

持続可能な紙利用推進への取り組み

■「味の素グループ 紙の環境配慮
  調達ガイドライン」の具体的な
  方針

方針 1
FSC® 認証紙および古紙利用 100％の再生紙
の優先調達

方針 2
味の素グループが環境に配慮していると認めた
紙を調達する

方針 3
紙製品の原料となる木材の伐採にあたって現地
における森林に関する法令に照らし、手続きが適
切になされたことが確認できない紙を調達しない

※方針2の具体例：FSC® 管理木材由来の紙

容器包装の環境配慮設計の推進
環境 P110参照

“森林破壊ゼロ”に向けた取り組み
特集2 P37参照■   容器包装用紙の実績と計画

FSC認証紙
80％

古紙100％
再生紙
10％

方針2 10％
方針3 0％

方針1 90％

FSC認証紙
70％

古紙100％
再生紙
15％

方針2
10％

方針3 5％

方針1 85％

2016年度実績 2020年度目標

　味の素グループは、「味の素グループ 紙の環境配慮調達ガイドライン」に基づき、国内外の

味の素グループで使用する事務用紙、容器・包装用紙などについて各国・地域の状況に即し

て取り組みを進めています。国内味の素グループにおいては、主要な紙の調達をグループ調

達センターが管理しています。

　国内味の素グループでは、事務用紙については間接材購買システムにより方針への適合

維持を継続しています。なお、森林生態系保全や地域社会とのかかわりにおいて、NGO等か

ら問題が指摘されている特定の製紙業者の紙が日本で流通している事例があります。これを

踏まえ、味の素グループがこれらの紙を不用意に調達し問題に加担することがないように適切

な措置を講じ、問題解決への進展を注視しています。

　また、国内味の素グループでは2015年度から容器包装用紙へのFSC®認証紙の採用の

取り組みを強化しています。容器包装用紙へのFSC®認証紙の採用は事務用紙に比べ必要

とされる紙の性能などから困難な面があります。そこで「持続可能な紙利用のためのコンソーシ

アム（CSPU）」と連携し、お取引先の製紙メーカー各社にFSC®認証取得を働きかけるなどし

ました。その結果、社会全体および当社の包材に使用する原紙でのFSC®認証が大きく進展

し、FSC®認証紙包材の導入率も大幅に高まりました。2016年度にはギフト製品のパッケー

ジなどでFSC®認証紙の導入が進み、約70%が切り替わるなど、積極的な導入を図りました。

2017年度秋季には、「ほんだし®」や「Cook Do® きょうの大皿」といった家庭用の主力製品

のパッケージにもFSC®認証マークを付与する予定であり、2020年までの具体的導入計画に

基づき、引き続き、積極的な採用を進めます。
「FSC®認証マーク」を表示した家庭用主力製品

■ 社会連携の取り組み

　日本においては、持続可能な紙の調達・利用についての社会・産業界の認識は低い状況

です。そこで、味の素（株）では、自社で使用する紙の持続可能性配慮調達を進捗させるととも

に、日本で責任ある紙の調達・利用が主流化されることを目指した産業界・社会への働きかけ

を行っています。その一環としてCSPUの活動を継続しています。
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　味の素グループの持続可能なパーム油への取り組みは、全体としてまだその取り組みが始

まったばかりの段階にあります。様々な規格のパーム油由来原材料が食品事業、化成品事

業で使用されており、それぞれの原材料により認証油の調達の容易さは大きく異なっていま

す。特に調達がより困難なパーム核油由来原材料の比率が約35%あります。また、タイ、南米

といった認証油供給のサプライチェーンが未整備な国・地域での使用量が大きくなっています。

この結果、2016年時点で、グループ使用量の約80%については認証油の供給体制がない、

あるいは未整備という状況ですので、2016年の認証油（MB、B&C）の使用実績（率）は日本

国内の使用になりますが、味の素グループ全体の約9%に達しました。

　2017年の初めに、取り組み対象を日本国内から味の素グループグローバルとし、

2020年度までに100％持続可能な調達を目指す目標を掲げました。なお、国・地域や事業

ごとに状況が大きく異なることに即した2030年度までのロードマップも作成しました。

　持続可能なパーム油の調達・利用を推進するため、味の素（株）は2012年8月にRSPOに

加盟し、他企業や日本の関係者との協働・連携を深めてきました。

　2016年4月、The Consumer Goods Forum（CGF）主催「JAPAN DAY」では、パー

ム油特別セッションに食品企業代表として登壇し、呼びかけを行いました。また、CGFのワーク

ショップの運営にも協力しています。さらに9月に開催された「RSPOジャパン・デー2016」では、

実行委員会副委員長を務めました。

　今後も、持続可能なパーム油に関する日本の産業界全体の取り組みが進むよう、貢献して

いきます。

CSR調達の推進

持続可能なパーム油への取り組み

■ 自社使用における取り組み

■ 社会連携の取り組み

持続可能なパーム油調達の課題に挑む
特集2 P38参照

進捗確認はwww.rspo.orgへ

RSPOのAnnual Communications of Progress
（ACOP：年次報告）
https://www.rspo.org/members/1642/
Ajinomoto-Co.-Inc
※ 味の素グループの取り組み実績や計画を詳細に 

報告しています

Web

日本
2020年度を目標年とし、持続可能なパーム油へ転換する
● 段階的導入を予算化
● 供給がない原料（食品用核油）については、MB供給体制構築努力

海外
原料品目や国・地域の個別具体的な課題に即した幅広い推進策を、ステー
クホルダー（専門家、NGO、取引先等）との協働で検討を進める（例：トレーサ
ビリティ確保、小規模生産者支援、社会啓発リーダーシップ等）
● 取り組み進捗を、RSPO年次報告等で行う

（トン/年 2016年実績）

日本
加工食品 8,200

化成品 2,500

海外 加工食品 24,300

グループ合計 35,000

■ 味の素グループの目標 ■ 味の素グループのパーム油（パーム核油含む）の使用量

タイ 59％日本 32％

南米 7％

欧州 1％ 東南アジア（除くタイ）1％

中国 0％

　2016年7月、CSPUはサプライチェーンでの企業間連携・持続可能な紙利用の拡大を目指

して、シンポジウムを開催しました。より環境や社会に配慮した紙製品を供給・調達しようとする

サプライチェーンを通じた具体的な連携事例もみられるようになりました。この流れを加速するた

めに、シンポジウムではCSPUのほか、供給側の企業、業界団体からも取り組みを紹介し、今後

さらに持続可能な紙利用を拡大していくために、現状課題となっていることやその解決のため

に何ができるかなどについて参加者とともに議論しました。

WWF：「持続可能な紙利用のための
コンソーシアム」ファクトシート
http://www.wwf.or.jp/corp/upfiles/
20131119pcm_br.pdf

Web
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味の素グループでは、公正で透明な取引を行うべく、「味の素グループ行動規範（AGP）」（以下、「行動規範」）において、

役員および従業員が世界各国の競争に関する法令、ルールをよく理解し遵守することを定めています。「行動規範」に基づき、

日本国内においては「独占禁止法遵守ガイドライン」を制定し、約 20社の海外グループ会社に対しては「米国独占禁止法遵守ガイドライン」

および「欧州競争法遵守ガイドライン」を配布しています。また、味の素（株）の「サプライヤーCSRガイドライン」において、

お取引先に対し、公正・透明・自由な競争を阻害する行為を行わないことを要請しています。

公正な競争の確保のために

■ 従業員の意識向上のために

　味の素グループでは、味の素（株）およびすべての国内グループ会社の基幹職を対象とし

て、定期的に独占禁止法研修を実施しています。海外の主要なグループ会社でも現地の弁

護士を講師として独占禁止法研修を実施しています。2016年度は、米国、フランスおよびベル

ギーで実施しました。独占禁止法は、企業が行う取引に関する様々なルールを定めていますが、

これら研修では、公正な競争への影響が特に大きい「カルテル」の禁止について、必ず時間を

取って説明することとしています。

　また、2016年度は、味の素（株）の営業担当者全員および味の素冷凍食品（株）のマーケ

ティング部門を対象として景品表示法研修を実施しました。

　今後も、継続的に独占禁止法研修を実施し、グループ従業員のさらなる意識向上を図って

いきます。

■ 味の素グループ贈賄防止ポリシー

汚職の防止
汚職・贈賄は、企業の信頼を失墜させるだけでなく、人権侵害や貧困、環境破壊といった地域の発展を妨げる問題の要因にもなりかねません。

味の素グループでは、「行動規範」に則って、汚職・贈賄の防止に努めています。

　味の素グループでは、いかなる贈賄も行わないことを「行動規範」において明言し、味の素

（株）およびすべての国内グループ会社の基幹職を対象として、定期的に外国公務員を含め

た公務員との付き合い方に関する研修を実施しています。

　2016年7月には、「味の素グループ贈賄防止ポリシー」を作成し、あらためて社内外に宣言し

ました。「味の素グループ贈賄防止ポリシー」では、「公務員」や「賄賂」の意味をよりわかりやす

く規定するとともに、公務員等に関連する支出の適切な会計処理について特に留意すべきこ

とや、ポリシーの遵守・運用の状況を監査によりモニタリングすることについて規定するなど、実

効性を持たせるための工夫をしています。

■ 研修実施体系（独占禁止法）

味の素（株） 国内グループ
（含む味の素（株）） 海外グループ

一般教育
・ 新入社員研修
・ 通年入社者研修
・ 営業部門向け研修

・ コンプライアンス研修 ・ 法務研修

※各研修内で独占禁止法のプログラムを実施

味の素グループ 行動規範・方針類
味の素グループ行動規範

参照

味の素グループ 行動規範・方針類
味の素グループ行動規範
味の素グループ贈賄防止ポリシー

参照
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味の素グループでは、自社の知的財産を重要な資産であると認識し、適切に使用するとともに、

他者の知的財産についても侵害することがないよう細心の注意を払っています。

知的財産を守り、適切に使用する

■ 知的財産に関する基本方針

■ 知的財産管理体制

　味の素グループの競争優位の確立・利益創出・グローバルな成長に貢献するべく、①事業

のコアとなる技術の戦略的かつ効率的なノウハウも含めた知的財産権の獲得、②オープン

イノベーション等、積極的な外部技術の取り込みと連携、③自社技術のライセンスや訴訟等、

保有技術の活用と権利行使、④商標制度等を活用した製品の保護とブランド価値の向上、

⑤他者知的財産権の尊重と調査、クリアランスの徹底による侵害リスクの極小化、⑥調査

解析情報のグループ事業部門・R&D部門への提供、⑦知的財産人財の育成、社内外ネット

ワークの活用を進めています。

　味の素（株）知的財産部が、知的財産権のライセンス・管理に関しての要領を定めた「味の

素グループ知財活用ポリシー」をベースとしてグループ会社の関連部門、担当者と連携して、

味の素グループ全体の知的財産（特許、意匠、商標等）を統括しています。また、調査、知財権

維持管理業務を専門とする関係会社（株）アイ・ピー・イーがあり、味の素（株）知的財産部より

業務を受託しています。グローバルには、米国バージニア州に駐在員、モスクワに知的財産専

門のスタッフを配置し、アセアン、南米の各法人に知財キーパーソンを指名しており、長年にわ

たり信頼関係を築いてきた特許・法律事務所とともに業務を進めています。特に、バイオ関連

技術については、日・米・ロシアの３拠点が連携し、強い特許権の獲得を進めています。

■ 味の素グループ知的財産管理体制

日本：味の素（株）
知的財産部

中東：連携事務所確保

アフリカ：連携事務所確保
アセアン：知財担当スタッフ

アセアン：長期起用事務所多数 南米：長期起用事務所多数

南米：知財担当スタッフ

北米：長期起用事務所等多数

米国：知財専任出向者

ロシア：知財専任スタッフ

社内SNSでつなぐ

定期出張

定期出張

定期出張

定期出張

定期出張

定期出張

定期出張

欧州：
長期起用事務所多数

グループ内ネットワーク 社外ネットワーク コミュニケーション・連携強化

知的財産報告書
https://w w w.ajinomoto.com/jp/ir/librar y/
intell.html

参照
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知的財産を守り、適切に使用する

■ 味の素（株）特許の他社特許への影響

■ 発明報奨制度

■ 商標教育活動

■ 「トレードシークレット漏洩防止」の取り組み

　パテント・リザルト社（東京都・台東区）では、2016年の特許審査過程において他社特許へ

の拒絶理由として引用された特許件数を企業別に集計して、「食品業界 他社牽制力ランキ

ング2016」を発表しています（右表）。引用された特許数が多い会社は、競合他社が権利化す

る上で、阻害要因となる先行技術を多数保有している先進的な企業としており、当社は1位に

ランクされています。

　また、当社知的財産権を侵害する企業に対しては、警告や知的財産権侵害訴訟を提起す

るなど、権利の侵害を許さない毅然とした態度で対応しています。

　味の素（株）では、「新価値創造」と「開拓者精神」を基本に、グローバル健康貢献企業グ

ループを目指し、独創的な技術やコンテンツ、ブランドなどの知的財産権の保護や有効利用に

取り組んでいます。

　また、発明を積極的に奨励しており、発明へのインセンティブや特許法への対応を目的とし

た発明報奨制度を設けています。

　従業員による職務発明には、出願時あるいはノウハウ登録時に「出願報奨金」が支払われ、

その職務発明が特許として登録されると「登録報奨金」が支払われます。さらにその職務発明

が会社により実施されると「実施報奨金」が支払われ、事業貢献が極めて大きい場合は会社

が得た利益に応じて発明者に「特別報奨金」が支払われます。発明の創出され得るグループ

会社においても、ほとんどの会社では同様の制度を導入しています。

　味の素グループでは、商標「味の素®」、「AJI-NO-MOTO®」の普通名称化防止や、従業

員の商標マインド育成を目的として、商標の基礎知識や「味の素®」をはじめとする商標の表記

ルールを学ぶ 「商標セミナー」を国内および海外のグループ会社向けに継続的に開催してい

ます。2016年度におけるセミナー参加者は、味の素（株）および国内グループ会社で計120

名です。

　味の素（株）では、トレードシークレット（営業秘密）の漏洩防止を目的とした委員会活動を立

ち上げて、営業秘密情報管理の実態把握と改善策の検討を行っています。外部機関による

診断も受けて課題を抽出し、組織・人による管理基盤の整備や物理的・技術的に営業秘密

漏洩を起こさせないモデル基盤の構築を行っていきます。

　今後は、グループ会社への展開も行っていきます。

■   食品業界 他社牽制力ランキング  
 2016

順位 企業名 引用され
た特許数

1 味の素（株） 353

2 キリンホールディングス 243

3 明治ホールディングス 183

4 日本たばこ産業 178

5 アサヒグループホールディングス 152

6 サントリーホールディングス 149

7 不二製油グループ本社 147

8 雪印メグミルク 136

9 日清製粉グループ本社 115

10 日清オイリオグループ 114

※ 会社名の表記は、パテント・リザルト社の発表に基 
    づく。
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