
目標 主な施策ESG課題

気候変動への
適応と
その緩和

資源循環型
社会の実現

サステナブル
調達の実現

温室効果ガス
● 国際イニシアティブへの参加
● 省エネ、再生可能エネルギー電力利用
● 新技術による社会への貢献

温室効果ガス排出量削減率（スコープ1、2総量）
FY25 : 30%削減(対FY18)
FY30 : 50%削減(対FY18)

プラスチック
廃棄物

プラスチック廃棄物
FY30 : ゼロ化

● リデュース ： 包装資材のコンパクト化等
● リサイクル ： モノマテリアル素材への転換
   産官連携成果技術の共有

森林破壊
生物多様性
人権
動物との共生

持続可能な調達比率
FY30 : 課題原料100%

● 持続可能なコーヒー豆、パーム油、紙、大豆、
 牛肉の調達
● 「動物との共生に関するグループポリシー」
 に沿った調達

水リスク

水使用量削減率*1
FY30 : 80%削減(対FY05)
飲料使用水森林涵養率
FY25 : 100%以上

● 生産工程の水使用量削減
● 水源の森林整備

フードロス フードロス削減率*２
FY25 : 50%削減(対FY18)

● 生産工程の歩留まり改善
● 有効活用先拡大

施策

スコープ1、2
目標
温室効果ガス
排出量削減
（総量）
（対FY2018）

FY2020 FY2025

FY2021-2022

FY2030目標と施策

施策

スコープ3
目標
温室効果ガス
排出量削減
（原単位）
（対FY2018）

9%削減 30%削減 50%削減

スコープ１ ：  省エネ活動推進・低GHG排出燃料への転換、
 バイオマスボイラー・コジェネレーションシステム導入

スコープ2 ：  再生可能電力の調達率向上

4%削減 14%削減 24%削減

原料サプライヤーの温室効果ガス削減

イノベーション技術の開発・導入

アンモニアオンサイト技術導入

FY2022内部カーボンプライシング導入

FY2022再生可能電力の直接調達開始

地域・地球との共生へのアプローチ

ESG課題への
取り組みを通じて
SDGｓ達成に貢献

持続可能な社会づくりおよび経済価値の創出に向けて、気候変動への適応とその緩和、資源循環型社会の実現、
サステナブル調達の実現に重点的に取り組み、2030年度の目標達成を目指します。

ESG課題に対して、2030年度までの目標と対応策を設定

のTCFDシミュレーションで導き出した将来予想される80-
100億円/年のリスクを軽減していきます。また、水リスク、
プラスチック廃棄物、フードロス、サステナブル調達につい
ても、目標達成に向けた活動を進めていきます。

これらの活動を通じて、味の素グループは持続可能な社
会づくりやSDGsの達成に貢献します。

味の素グループは、モノづくりから消費の場面に至るま
で、社会・お客様と共に、地域・地球との共生に寄与します。

そのために重要なESG課題を特定し、2030年度までの
目標を設定しています。温室効果ガスについては、脱炭素
経営に向けたアクションを着実に進め、2030年度までに
排出量を2018年度比で50％削減します。これにより、後述

地域・地球との共生に関する目標

*1 対生産量原単位削減率　*2 原料受け入れからお客様納品まで
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目標 主な施策ESG課題

気候変動への
適応と
その緩和

資源循環型
社会の実現

サステナブル
調達の実現

温室効果ガス
● 国際イニシアティブへの参加
● 省エネ、再生可能エネルギー電力利用
● 新技術による社会への貢献

温室効果ガス排出量削減率（スコープ1、2総量）
FY25 : 30%削減(対FY18)
FY30 : 50%削減(対FY18)

プラスチック
廃棄物

プラスチック廃棄物
FY30 : ゼロ化

● リデュース ： 包装資材のコンパクト化等
● リサイクル ： モノマテリアル素材への転換
   産官連携成果技術の共有

森林破壊
生物多様性
人権
動物との共生

持続可能な調達比率
FY30 : 課題原料100%

● 持続可能なコーヒー豆、パーム油、紙、大豆、
 牛肉の調達
● 「動物との共生に関するグループポリシー」
 に沿った調達

水リスク

水使用量削減率*1
FY30 : 80%削減(対FY05)
飲料使用水森林涵養率
FY25 : 100%以上

● 生産工程の水使用量削減
● 水源の森林整備

フードロス フードロス削減率*２
FY25 : 50%削減(対FY18)

● 生産工程の歩留まり改善
● 有効活用先拡大

施策

スコープ1、2
目標
温室効果ガス
排出量削減
（総量）
（対FY2018）

FY2020 FY2025

FY2021-2022

FY2030目標と施策

施策

スコープ3
目標
温室効果ガス
排出量削減
（原単位）
（対FY2018）

9%削減 30%削減 50%削減

スコープ１ ：  省エネ活動推進・低GHG排出燃料への転換、
 バイオマスボイラー・コジェネレーションシステム導入

スコープ2 ：  再生可能電力の調達率向上

4%削減 14%削減 24%削減

原料サプライヤーの温室効果ガス削減

イノベーション技術の開発・導入

アンモニアオンサイト技術導入

FY2022内部カーボンプライシング導入

FY2022再生可能電力の直接調達開始

地域・地球との共生へのアプローチ

気候変動への取り組み

するための施策として、省エネルギー活動や温室効果ガス
発生の少ない燃料への転換、バイオマスや太陽光等の再
生可能エネルギー利用、エネルギー使用量を削減するプロ
セスの導入を進めています。

スコープ３については、2030年度に2018年度比24％
削減を目標としています。中でも、原材料が製品ライフサ
イクル全体の温室効果ガス総排出量の約60％を占めてい
ることから、原料サプライヤーへの温室効果ガス削減の働
きかけや、アンモニアのオンサイト生産*等の新技術導入に
向けた検討を進めています。

温室効果ガス排出量の削減に向けて
世界的に喫緊の課題である気候変動対応は、味の素グ

ループの事業にも原材料の調達不全をはじめ多大な影響
を及ぼします。当社グループは気候変動を全社経営レベル
のリスクかつ機会と捉え、ライフサイクル全体での負荷低
減を目指しています。

当社グループの温室効果ガス排出量は、目標の基準年と
している2018年度において、事業活動に伴う直接排出の
スコープ１と間接排出のスコープ２の合計で約220万CO₂
トンです。また、製品の使用・廃棄、輸送、従業員の出張・通
勤、投資等、その他の排出であるスコープ３を加えた製品ラ
イフサイクル全体の温室効果ガス総排出量は約1,400万
CO₂トンで、スコープ3が全体の80％以上を占めています。

スコープ１およびスコープ２については、2030年度に
2018年度比50％削減を目指しています。この目標を達成

温室効果ガス排出量削減のロードマップ

*  アミノ酸を発酵生産する際に使用するアンモニアは現在購入しており、そ
の生産・輸送には多くのエネルギーを要する。味の素グループは、新触媒
を利用することで必要量のアンモニアを自社工場内で生産できるモデル
を構築し、2021-2022年の実用化を目指している。

詳しくは「サステナビリティデータブック2020」をご覧ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/library/databook.html
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施策

使用量削減

有効利用

目標
FY2030
プラスチック
廃棄物ゼロ化

FY2022 FY2025 FY2030

プラスチック使用量削減・
有効利用率100%へ

全使用量調査をもとに
中間目標を設定全使用量の把握

生産の一層の安定化
個包装見直し
紙包装資材やリユース包装資材の導入

リサイクルが容易なモノマテリアルプラスチックや生分解性プラスチックの導入

50%
削減

目標と施策

Scope1 Scope2

地域・地球との共生へのアプローチ

ＴＣＦＤへの対応、取り組み
味の素（株）は、金融安定理事会*1が立ち上げたTCFD*2

（気候関連財務情報開示タスクフォース）による提言に賛同
するとともに、2019年5月に発足したTCFDコンソーシア
ム*3に参加しています。

TCFD提言の中で求められている気候変動のシナリオ
分析については、水リスクを含めて実施しています。2018
年度から2019年度にかけて、当社グループの主力製品の
一つであるうま味調味料「味の素®」をモデルとして、全生
産拠点を対象にシナリオ分析を実施しました。その結果、
2100年に平均気温が２℃上昇した場合、エネルギー単価
増や低炭素社会の進行に伴う炭素税増加により80-100億
円程度の財務リスクがあることが判明しました。

2020年度は、シナリオ分析をほかの事業領域に展開す
るとともに、インターナルカーボンプライシング*4等の制
度による財務リスクの軽減を検討する予定です。

SBT認定取得および RE100コミットメント
味の素グループの温室効果ガス削減目標が、産業革命

前からの気温上昇を1.5℃に抑えるための科学的根拠に基
づいた目標であるとして、国際的な共同団体であるSBT

（Science Based Targets) イニシアティブから2020年4
月に認定を取得しました。

また、2020年8月には、2050年までに事業運営に使用
する電力を100％再生可能エネルギー由来で賄うことを
目指す企業で構成される国際的な環境イニシアティブ

「RE100」への参画を表明しました。

味の素グループのスコープ1、2とSBT目標
*1  世界主要国・地域の中央銀行、金融監督当局、財務省等の代表が参加す

る国際機関
*2  Task Force on Climate-related Financial Disclosuresの略
*3  TCFDに賛同した投資家と企業が共同で産業ごとにシナリオ分析・定量

化の手法を開発し、共有することを目的として発足したコンソーシアム
*4  企業が独自に自社の炭素排出量に価格を付けることで、企業の低炭素投

資・対策を推進する仕組み

詳しくは「サステナビリティデータブック2020」をご覧ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/library/databook.html
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2030（目標）2018（基準年） （年度）0
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施策

使用量削減

有効利用

目標
FY2030
プラスチック
廃棄物ゼロ化

FY2022 FY2025 FY2030

プラスチック使用量削減・
有効利用率100%へ

全使用量調査をもとに
中間目標を設定全使用量の把握

生産の一層の安定化
個包装見直し
紙包装資材やリユース包装資材の導入

リサイクルが容易なモノマテリアルプラスチックや生分解性プラスチックの導入

50%
削減

目標と施策

Scope1 Scope2

地域・地球との共生へのアプローチ

プラスチック廃棄物の削減

換えを可能な製品から進めています。一方、資源として循
環可能な条件整備については、モノマテリアルプラスチッ
ク包装資材や生分解性プラスチック包装資材の導入を検
討しています。

当社グループの事業で用いるプラスチック包装資材に
おいては、製品の安全性・品質保持に必要なバリア性等を
保つために使用される複合素材や、食品に直接触れる包装
資材での食品残渣等への対応が、マテリアルリサイクルを
進める上での難しい課題となります。また、リサイクルを進
める上では、回収・分別の仕組みを作ることも重要な条件
整備となります。これらの取り組みは、国・地域・社会や関連
する企業・イニシアティブとの連携が欠かせません。味の素
グループは、業種を超えた幅広い関係者の連携を強めてイ
ノベーションを加速するためのプラットフォーム「CLOMA」*
へ参画する等、社内外の連携を通じた取り組みを進めてい
ます。

味の素グループの製品・サービスは、様々な資源を使い
生み出されています。地球上の限りある資源を効率的に活
用するとともに、持続可能な循環型社会の実現に貢献する
ことは、当社グループの責務です。近年注目が高まってい
るプラスチックの海洋廃棄物の問題に対しても、積極的に
取り組んでいます。

当社グループのプラスチック包装資材使用量は年間約
70千トン、そのうち約40％が日本国内、約60％が海外での
使用となっています。とりわけ、プラスチック包装資材流出
による環境への影響が問題視されている東南アジア地域
での使用量が多くなっています。

味の素グループは、2030年度までにグループ使用量の
プラスチック廃棄物をゼロにするという目標を掲げていま
す。2020年3月に食品事業本部長をオーナーとする全社
プロジェクトチームを発足し、目標達成に向けた戦略の立
案・実行を進めています。このプロジェクトでは、「プラス
チック使用量の削減」と「資源として循環可能な条件整備」
の2つを重点テーマとしています。使用量削減については、
包装の見直しによる薄肉化やコンパクト化、紙等への置き

プラスチック廃棄物削減のロードマップ

*  クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンスの略称 
（英文名 ： Japan Clean Ocean Material Alliance）

詳しくは「サステナビリティデータブック2020」をご覧ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/library/databook.html
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地域・地球との共生へのアプローチ

フードロスの低減

しました。
目標の達成に向けて、当社グループが原料を受け入れ

てから製品を出荷するまでに発生するフードロスについて
は、工場における歩留まり改善やトラブル削減等、これまで
の取り組みを継続しています。工場出荷後に発生するフー
ドロスに対しては、製・配・販連携による「賞味期限の年月表
示化」「賞味期間の延長」を実施するとともに、「納品期限の
最適化」を継続して進めています。また、消費段階では、
フードロス削減につながる外食・中食用の製品開発を継続
するほか、調味料の力で余りものが出ないよう食べ切るレ
シピの提案等を継続して行っています。

味の素グループは、原料の生産段階からお客様が使用・
廃棄されるまでの製品ライフサイクル全体におけるフード
ロス低減を目指し、今後もステークホルダーと連携しなが
ら取り組みを進めていきます。

世界では年間13億トンもの食料（消費のために生産され
た食料の約3分の1に相当）が廃棄されています。食資源は
限られている一方で、世界人口の増加や食品の需要増が
見込まれる中、味の素グループは、サプライヤーや生活者
と連携しながらフードロスの低減を目指しています。

当社グループのフードロス削減目標は、①2025年度ま
でに原料受け入れからお客様への納品までに発生するフー
ドロスを2018年度比で半減する、②2050年度までに製品
ライフサイクル全体で発生するフードロスを2018年度比
で半減する、の2つです。当社がボードメンバーとして参画
している「ザ・コンシューマー・グッズ・フォーラム（CGF）」も、

「2025年までに生産や販売の過程で生じる食品廃棄物を
半減する」という目標を掲げており、味の素グループは率先
してこの目標達成に挑戦します。なお、17-19中計期間
ではフードロス削減の基準年を2016年度としていました
が、2017年度以前は集計精度が十分でなかったことから
2020-2025中期経営計画では基準年を2018年度に設定

フードロス削減のロードマップ

第一段階目標
原料受け入れから
お客様への納品までに
発生するフードロスを半減
（対FY2018）

FY2020 FY2025 FY2050

施策

第二段階目標
製品ライフサイクル
全体で発生する
フードロスを半減
（対FY2018）

施策

工場における歩留まり改善やトラブル削減

CGFへボードメンバーとして参画

製・配・販連携による、「賞味期限の年月表示化」
「賞味期間の延長」「納品期限の最適化」

フードロス削減につながる外食・中食用の製品開発

家庭内でのフードロス削減の提案

目標と施策

詳しくは「サステナビリティデータブック2020」をご覧ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/library/databook.html

味の素グループ 45 統合報告書 2020

Our Vision
Management Plan
Corporate Governance

Introduction
Our Commitment
Our Determination

https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/activity/csr/pdf/2020/SDB2020jp_079-080.pdf



