
味の素グループ サステナビリティデータブック 202197

味の素グループは､ 世界各地の農畜水産物等の自然の恵みを利用しながら製品・サービスを提供しており、
事業活動と地球環境が相互に影響を与えていると認識しています。そのため、農・畜・水産資源の持続
可能な調達の実現は、事業における重要な課題です。また調達においては、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への配慮も不可欠です。サプライヤーとも連携を図り、サプ
ライチェーン全体で取り組みを進めます。

持続可能な原材料調達

具体例

関連する機会とリスク（○機会/●リスク）

味の素グループの主要な取り組み

貢献するSDGsのゴール

・生物多様性への影響
・森林減少の抑制
・児童労働、強制労働の排除
・サプライチェーンマネジメント

●サプライチェーン上の品質問題発生による原材料調達不
全・製品回収

・サプライヤーに対する調達方針・ガイドラインの周知・
理解促進

・サプライヤー・製造委託先のCSR監査体制の整備
・公正な事業慣行マネジメントの実践（トレーサビリティ等）

・人権デュー・ディリジェンスによるPDCAサイクルの確立
・重要原材料の特定と責任ある調達（紙、パーム油、カツオ等）
・公正な競争の確保と従業員教育の徹底
・コプロ活用による持続可能な農業への貢献

・持続可能な土地利用
・アニマルウェルフェア
・動植物栄養
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 •紙、パーム油、大豆

持続可能な調達比率
 •コーヒー豆、牛肉：2030年度目標 100％

※ 国内事業向け調達分

マテリアリティ別活動報告ステークホルダーとの対話・連携マテリアリティ サプライチェーンOur Philosophy サステナビリティの考え方

●サプライチェーンにおける社会・環境問題への対応遅れ
による原材料調達不全、企業価値毀損

●食資源の枯渇による原材料調達不全
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持続可能な原材料調達

重要原材料に対する取り組み

考え方

GRI201-2
GRI204-DMA
GRI301-DMA
GRI414-DMA
>  味の素グループ 

パーム油の調達ガ
イドライン
>  味の素グループ 

紙の調達ガイドラ
イン
>  RSPOへの参画
>  CSPUへの参画
>  CDP Forests（英

語のみ）

味の素グループにおける重要原材料

味の素グループは、事業活動で利用する原材料を網羅的に把握した上で、社内関連部門と社外
有識者（専門家、NGO等）で分析し、農林資源、水産資源の領域で特に重点的に取り組むべき
重要原材料を特定しています。特定にあたっては、当該原材料への依存度、代替可否、地球環
境の持続性への関わりの大きさ等の総合的視点で判断しています。重要原材料は、事業や地球
環境等の状況の変化に即して毎年見直しを行っています。
特に、気候変動、生物多様性、人権問題等と大きく関わる森林破壊の抑制が重要と考えており、
グループで「パーム油の調達ガイドライン」および「紙の調達ガイドライン」を定め、認証を
受けた原材料の調達や各種イニシアティブとの連携、独自のトレーサビリティの確立や監査等
を進めています。また、CDP※や国際的な消費財の業界団体であるザ・コンシューマー・グッズ・
フォーラム（CGF）が森林破壊の原因として挙げている牛肉と大豆を2019年度より重要原材
料に加えており、今後、パーム油や紙と同様に調査を進めていく方針です。

重要原材料の特定	

重要原材料 主な調達国・地域

農林資源

パーム油（加工食品や化成品の原料）
インドネシア、フィリピン、ベトナム、マレー
シア、タイ、西アフリカ、コロンビア、ブラジ
ル、ペルー、パプアニューギニア

紙（加工食品の容器包装や事務用紙に使用）

中国、インドネシア、カンボジア、フィリピ
ン、ベトナム、マレーシア、タイ、バングラデ
シュ、EU、トルコ、西アフリカ、米国、カナ
ダ、メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイ、コ
ロンビア、パラグアイ、ブラジル、ペルー、ボ
リビア、オーストラリア、ニュージーランド、
パプアニューギニア

糖質系農作物（アミノ酸類の発酵生産原料） 各工場所在国

コーヒー豆 インドネシア、ベトナム、西アフリカ、メキシ
コ、コロンビア、ブラジル、パプアニューギニア

牛肉（冷凍食品等の原料）

日本、中国、タイ、インド、EU、トルコ、米
国、カナダ、メキシコ、アルゼンチン、ウルグ
アイ、ブラジル、オーストラリア、ニュージー
ランド

大豆（加工食品等の原料）

日本、中国、韓国、インドネシア、カンボジ
ア、タイ、インド、EU、トルコ、米国、カナ
ダ、メキシコ、アルゼンチン、ブラジル、オー
ストラリア、ニュージーランド

水産資源
カツオ（「ほんだし®」や削り節の原料） 日本

エビ（冷凍食品等の原料） タイ

※  ロンドンに本部を置く国際的なNGO。世界主要企業の環境活動に関する情報を収集、分析、評価し、これらの結果を機
関投資家向けに開示している。

マテリアリティ別活動報告ステークホルダーとの対話・連携マテリアリティ サプライチェーンOur Philosophy サステナビリティの考え方

https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/activity/policy/palm_oil_guideline.html
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/activity/policy/procurement_of_environmentally_responsible_paper_guideline.html
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/esg/external-initiatives.html#title4-3
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/esg/external-initiatives.html#title4-5
https://www.ajinomoto.com/sustainability/pdf/2021/Ajinomoto_CDP_Forests_2021.pdf
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持続可能な原材料調達

>  外部イニシアティ
ブへの参加

実績

実績

持続的な原材料調達を行うために、気候変動をはじめ、人権、生物多様性等多方面のリスクを低減す
る必要があり、そのために味の素グループは国際イニシアティブや認証団体等の外部団体との連携を行っ
ています。また、特定した重要原材料について調達状況の把握に努めるとともに、認証品の調達を優先
して進めています。今後は認証品の調達を推進するとともに、トレーサビリティの確立を進めていきます。

原材料に対する取り組み	

原材料に対する取り組み一覧

パーム油 紙 糖質系
農作物

コーヒー
豆

シナリオ分析
（地球温暖化の影響）

温室効果ガス削減

フードロス低減

環境 調達・サプラ
イヤー取引

人権尊重

環境

アニマル
ウェルフェア

調達・サプラ
イヤー取引

調達・サプラ
イヤー取引

プラスチック
廃棄物削減

人権

自然環境保護
生物多様性

各原材料に
とっての
課題の
重要度
高

低

該当
せず

アニマル
ウェルフェア

個別ガイドライン ○ ○ ○

安定調達
品質、価格、事業影響

牛肉 大豆 水産資源 味の素
グループポリシー

TCFD

RSPO※2

FSC®※3
USSEC※5

4C※4

CLOMA

Sedex※1

CDP

	持続可能なパーム油の調達推進
味の素グループがパーム油（パーム核油含む）を使用する製品は、カップスープ、即席麺、コーヒー
クリーマー等の加工食品や化成品等多岐にわたっており、使用する地域も日本、東南アジア、欧州、
南米にまたがっています。一部の製品では認証品の調達がより困難なパーム核油を使用していること、
一部の地域では認証パーム油の供給が限られていることから、味の素グループではRSPOの認証品
または独自でトレーサビリティの確認のとれたものをもって「持続可能」としています。RSPO認証
油の調達が困難な地域については、トレーサビリティの確認のとれたパーム油の調達に取り組むことで、
環境破壊が懸念されている地域での生産の有無の把握や、人権侵害等の問題が発生した場合の早期
対応が可能となります。
持続可能なパーム油の調達については、2020年度までに100%という目標を掲げていましたが、一
部の地域・製品において認証品の調達が困難だったため、2020年度の実績は84%にとどまりまし
た。また、RSPO認証油の調達実績は28%となりました。今後は2030年度までに持続可能な調達を
100%達成することを目指します。2021年度からは認証・トレーサビリティの確立できていないパー
ム油について新たな施策を開始する予定で、目標達成に向けて取り組みをさらに拡大していきます。

※1  Supplier Ethical Data Exchangeの略。グローバル・サプライチェーンにおける労働基準、ビジネス倫理等に関する
データを提供する非営利団体。

※2  Roundtable on Sustainable Palm Oilの略。複数のステークホルダーから成る国際組織で、持続可能なパーム油の
ための認証スキームを開発・運用している。

※3 Forest Stewardship Council®（森林管理協議会）の略。
※4  Common Code for the Coffee Communityの略。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基準に適

合するよう支援している。
※5 U.S. Soybean Export Council（アメリカ大豆輸出協会）の略。

マテリアリティ別活動報告ステークホルダーとの対話・連携マテリアリティ サプライチェーンOur Philosophy サステナビリティの考え方

GRI102-12

https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/esg/external-initiatives.html
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持続可能な原材料調達

実績
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	持続可能な牛肉の調達推進
味の素グループは、2030年度までに持続可能な牛肉の調達比率100％を目指して、トレーサビ
リティ確保等の具体的な取り組みについて検討しています。2020年度はリスク評価を開始しま
した。

	持続可能な大豆の調達推進
味の素グループは、2030年度までに持続可能な大豆の調達比率100％を目指して、トレーサビ 
リティ確保等の具体的な取り組みについて検討しています。2020年度にリスク評価を開始し、
日本国内の味の素グループの米国大豆持続可能性保証プロトコルに則った大豆および大豆油の
使用率は、2020年度68%となりました。

	持続可能な紙の調達推進
味の素グループは、「紙の調達ガイドライン」を設け、グループが調達する紙が満たすべき基準
を規定しています。その中で、保護価値の高い地域の森林破壊に関与せず、かつ原木生産地の
法令および国際的な人権基準を守り、適切な手続きで生産する事業者から調達した紙をもって「持
続可能」としています。持続可能な紙には、FSC®等の認証紙だけでなく、再生紙、FSC®管理
木材由来の紙も含まれます。
持続可能な紙の調達については、2020年度までに100%という目標を掲げていましたが、一部
地域で認証紙および再生紙の普及が進まず、2020年度の容器包装における持続可能な紙の使
用率は94%でした。今後は2030年度までに持続可能な調達を100%達成することを目指します。
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※ Europe, the Middle East and Africa
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	持続可能な水産資源の調達推進

■ インドネシア
これまでスマトラ島パガル・アラム地区においてロブスタ種の生産農家に対する高付加価値肥
料散布の支援を行ってきましたが、2020年度よりジャワ島スラバヤ地区およびスマトラ島シディ
カラン地区でも高付加価値肥料の散布支援を開始しました。
■ ベトナム
これまでの高付加価値肥料散布地区での効果検証に加え、2019年度にクロンナン地区の農地に
灌漑設備を設置し、散布エリアを拡大しました。
■ ブラジル
2020年度は、高付加価値肥料の提供を通じて支援する農園を増やすほか、BAU農園、コペル
カム農協等、支援先のコーヒー豆の製品化に取り組みました。

味の素グループでは、国内の主力製品である風味調味料「ほんだしR」の原料としてカツオを
使用しています。資源の保全と持続可能な調達のため、2009年より日本の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共同でカツオの標識放流調査に取り組んでいます。こ
の調査によると、日本近海でのカツオ漁獲量は減少しているというデータがあるものの、「ほん
だしR」の原料となる鰹節には赤道付近のカツオが使用されており、資源量はまだ安定してい
るという結果が出ています。2019年にはこれらのデータをまとめた論文が発表され、水産庁か
ら中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）に2020年に提出した年次資料にもこれまでの標識
放流調査の結果が反映されました。
主に冷凍食品の原料として調達しているエビに関しては、2018年度に主要な調達先であるタイ
の養殖場および加工場の人権影響調査を実施しました。苦情処理メカニズムの導入等を通じて
サプライチェーン管理体制を構築し、持続可能な調達を目指します。

	持続可能なコーヒー豆の調達推進
コーヒー豆の生産は、生物多様性が豊かな地域で行われています。そして、その多くを小農家に
依存しています。
味の素グループは、4C認証システムに適合する農園で生産されたコーヒー豆の調達を通じて、コー
ヒー豆の生産と流通における持続可能性の促進に取り組んでいます。2020年度は味の素AGF

（株）の全購入豆のうち、4C適合農園で生産されたコーヒー豆の調達率は49%でした。2020
年8月に発売したスティックコーヒーのパッケージに、アジアで初めて4C認証ロゴマークを導
入したことを皮切りに、年度内で合計43品（キャンペーン品を含む）を発売し、持続可能なコー
ヒー豆の調達に関わるエシカル消費促進に取り組みました。また、味の素グループは、アミノ酸
を発酵生産した際の副生物（コプロ）を原料とした高付加価値肥料をコーヒー栽培に活用するため、
各コーヒー豆産地で試験を継続しており、育成したコーヒー豆を購入・製品化するサイクルの実
現を目指しています。特に、インドネシア、ベトナム、ブラジルでは、コプロ肥料「AJIFOL®」
による支援農園を拡大し、商品価値の向上、消費者への価値伝達の仕組みづくりに着手しています。

持続可能な原材料調達

実績

考え方

>  WCPFC（英語のみ）

> P106

マテリアリティ別活動報告ステークホルダーとの対話・連携マテリアリティ サプライチェーンOur Philosophy サステナビリティの考え方

https://www.wcpfc.int/
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持続可能な原材料調達

サプライチェーンマネジメント
味の素グループでは、味の素（株）がグループ全体の調達方針を策定し、その方針に基づいて
国内外のグループ会社が戦略・計画を立て、実践する仕組みとなっています。グループ内で調
達方針およびベストプラクティスの共有を行うために、「味の素グループグローバル調達会議」
を適宜開催しています。加えて、グループ内の関係者が必要な情報にいつでもアクセスでき、トピッ
クの適時発信が可能なツールを活用しています。

味の素グループは、「サプライヤー取引に関するグループポリシー」に定めたサプライヤーに対
するサステナビリティ観点での期待事項をお伝えし、サプライチェーンにおける社会・環境的
側面の持続可能性確保に協働して取り組むべく、サプライヤーにご理解・ご協力をお願いして
います。2018年度には企業倫理データのプラットフォームであるSedexに加入しました。
2020年度は、技能実習制度や特定技能の在留資格を持つ外国人労働者の受入れに関し、一般
社団法人ザ・グローバル・アライアンス・フォー・サステイナブル・ サプライチェーン（ASSC）
が策定した「外国人労働者の責任ある受入れに関する東京宣言2020」への賛同を表明し、サプ
ライヤーに対し、日本で働く外国人労働者がいきいきと働ける環境の整備を要請しました。今後、
Sedexをベースに味の素グループ内同一基準でのサプライチェーン管理体制を2025年度まで
に構築することを目指しています。

味の素グループでは、2018年度に「サプライヤーホットライン」を設置しました。役員・従業
員からの通報窓口のほか、取引先からの通報窓口を開設し、味の素グループ役員・従業員の法
令違反や「味の素グループポリシー」（AGP）逸脱の疑いのある行為の早期発見と是正を図って
います。
2020年度は、グループ会社3社の外国人労働者に対し、労働者の声をモニタリングする「ワーカー
ズボイス」システムを導入しました。生活上困っていることの相談を含め、NPOに多言語対応
で受け付けてもらい、労働・人権関連の相談については味の素グループに通報が届くホットラ
インとして活用します。将来的にはサプライチェーンに展開し、労働・人権問題等を早期に発
見する手段の一つとして活用していく考えです。

体制

実績

サプライヤーとの取り組み	

サプライヤーホットライン	

GRI204-DMA
GRI308-DMA
GRI407-DMA
GRI414-DMA

GRI204-DMA
GRI407-DMA
GRI414-1
>  サプライヤー取引

に関するグループ
ポリシー
> P12
> P51
> P105

> P119

> P9
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味の素グループは、「人権尊重に関するグループポリシー」に基づき、事業全体の人権影響評価
を2014年、2018年に実施し、相対的にリスクの高い事業や地域から人権デュー・ディリジェ
ンスを行っています。また、EUにおける2021年の人権・環境デュー・ディリジェンス法制化
等のグローバル動向を注視し、必要な対策を講じています。
2020年度は、日本における技能実習や特定技能の外国人労働者の問題解決を、独立行政法人
国際協力機構（JICA）を中心に、企業、弁護士、NGO等の多様なステークホルダーで図る「責
任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」（JP-MIRAI）に設立から関与し、アドバイザリー
企業として参画しました。このプラットフォームを活用し、外国人労働者を受け入れているサ
プライヤーとその監理団体、送り出し機関への関与を強め、人権リスクの低減を図っていきます。
また、ブラジルにおけるサトウキビおよびコーヒー豆のサプライチェーンについて、人権影響
評価のデスクトップ上での予備調査を実施しました。本件は新型コロナウイルス感染拡大の影
響により延期していた現地調査を2021年度にリモートで実施する予定です。

人権デュー・ディリジェンス	

GRI204-DMA
GRI408-DMA
GRI409-DMA
GRI411-DMA
GRI412-1
GRI414-DMA
>  人権尊重に関する

グループポリシー
>  タイ国サプライ

チェーン人権
デュー・ディリジェ
ンス報告書

持続可能な原材料調達
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持続可能な原材料調達

アニマルウェルフェア

味の素グループは、事業・製品展開において動物との関わりがあり、生産する食品には、畜肉、卵、
エキス等の動物由来の原料が欠かせません。味の素グループでは2018年に制定した「動物との共
生に関するグループポリシー」においてアニマルウェルフェアの概念に沿った調達の考え方を示
し、日本国内の全ての一次サプライヤーに対して、取引開始時に同ポリシーを共有しています。また、
アニマルウェルフェアを取り巻く国内外の動向を捉え、より時代や社会の要請に柔軟に応えられるよう、
この分野の有識者で構成するラウンドテーブルを設置し、2020年2月より対話を実施してきました。
さらに、畜産に関わる当社グループ実務担当者のワーキンググループを発足し、動物とのより良い
共生に向けて当社グループがどうあるべきかステークホルダーとの意見交換を行ってきました。
これらの過程を経て、2021年に上述のグループポリシーを「アニマルウェルフェアに関するグルー
プポリシー」と改称の上、より具体的な内容へと刷新し、日本国内の全ての一次サプライヤーに対
して共有しました。今後は改定したグループポリシーのもと、バリューチェーンに関わる全ての動
物とのより良い共生関係の構築を目指します。

●   第１回（2020年2月５日開催）  
味の素(株)より、会社概要、事業展開における動物との関わり、これまでの考え方や取り組みについ
て説明を行ったのち、議題とすべき重要なテーマについての意見交換を行いました。

●   第2回（2020年4月8日開催）  
外部委員より、アニマルウェルフェアに関する最新情報を紹介いただいた上で、専門家の視点から当
社グループと動物との関わりにおける課題を提起いただき、意見交換を行いました。

●   第3回（2020年5月13日開催）  
当社より、調達部門のアニマルウェルフェアに関する活動報告およびアニマルウェルフェア・ワーキ
ンググループの設置について報告しました。

●   第4回（2020年7月10日開催）  
外部委員より「畜産・食品関連で着目されるサステナビリティ課題におけるアニマルウェルフェア」「家
畜のアニマルウェルフェアに関する法規制・ガイドライン・基準値（国・地域・畜種等）」のレクチャー
をいただき、意見交換を通じて当社グループが取り組む際のスコープ等、理解を深めました。

考え方

実績

方針策定と社会との対話	

GRI204-DMA
GRI301-DMA
>  アニマルウェル

フェアに関するグ
ループポリシー
>  動物実験最小化に

むけての考え方

	「動物との共生」のあり方に関するラウンドテーブル
味の素グループでは、外部有識者をメンバーとするラウンドテーブルを設置し、2020年2月よりステー
クホルダーとの対話を進めてきました。同年10月にラウンドテーブルの傘下に畜産に関わる部門
の実務担当者で構成するワーキンググループも設置し、ステークホルダーとの対話を通じてアニ
マルウェルフェアの視点を今後事業にどう取り入れるべきか等を議論し、ラウンドテーブルとの連
携を図りました。ラウンドテーブルは合計8回、ワーキングループは合計5回開催し、2021年3月
に終了しました。概略は以下の通りです。

枝廣 淳子氏（大学院大学至善館教授）
岸上 有沙氏（ESG・サステナビリティ スペシャリスト）
久和 茂氏（東京大学教授）
竹田 謙一氏（信州大学准教授）

外部委員（50音順）
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●   第5回（2020年9月28日開催）  
アニマルウェルフェアに関する調査報告から、各国の法規制や消費者意識等の実態を学びました。また、
立ち上げ予定のワーキンググループで取り組む内容についても意見交換を行いました。

●   第6回（2021年1月8日開催）  
当社より、畜産に関わるステークホルダーと実施した対話等ワーキンググループの活動内容を報告し
ました。また、「動物との共生に関するグループポリシー」改定の方向性について意見交換を行いました。

●   第7回（2021年2月16日開催）、第8回（2021年3月2日開催）  
上記グループポリシーの改定案について、ワーキンググループからの提案を含め、様々な角度から確
認しました。いただいたご意見を反映した修正案の確認は、ラウンドテーブル開催日外も続きました。
最終回となる第8回では、今後の取り組みについての意見交換も行いました。

味の素（株）は、2020年度に畜肉および畜肉エキスの日本のサプライヤーに対してリスク調査
を実施しました。その結果、飼養現場までのトレース可否は、「フルトレース可能」と「条件付
きでトレース可能」合わせて数量ベースで約10%にとどまりました。日本においては家畜飼育
管理指針の浸透が進んでおらず、サプライヤー間での認識に違いがあることが理由として考え
られます。引き続き浸透に向けた働きかけを行うとともに、同様の調査をグループ会社でも進
めていきます。
海外では、各国・地域のアニマルウェルフェアに関する法制度の整備状況調査を行うとともに、
サプライヤー各社に対してポリシーや課題を共有していきます。

動物の体は約20種類のアミノ酸で構成されており、そのうちの数種のアミノ酸は必要な量を体
内で合成することができません。これらのアミノ酸は必須アミノ酸と呼ばれており、家畜の飼
養においては配合飼料で補っています。
小麦やトウモロコシからつくられた飼料は、それだけではリジンやスレオニン等の必須アミノ
酸が不足しがちになりますが、足りないアミノ酸を加えることでこれを改善することができます。
飼料のアミノ酸バランスが改善されると、飼料効率がアップし、家畜の成長促進を図るとともに、
窒素排せつ量を減らして環境負荷を低減することにもつながります。

実績

畜産物のトレーサビリティ調査	

飼料用アミノ酸による畜産の栄養課題への貢献	

GRI204-DMA
GRI301-DMA

持続可能な原材料調達

〈標準的な飼料〉 〈アミノ酸バランス改善飼料〉

不足しがちなリジンを
飼料に加えると、
他のアミノ酸も
有効に使える必要なアミノ酸のうち、

一つでも足りないアミノ酸があると、
他のアミノ酸が有効に使われずに

排せつされてしまう

リジン

バリン

スレオニン

フェニルアラニン
+

チロシン

トリプトファン
メチオニン+システイン

ロイシンイソロイシン

有効に使えない
アミノ酸
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>  P84
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持続可能な原材料調達

	世界各地で活用される味の素グループの高付加価値肥料
■ 日本
味の素（株）では、アミノ酸発酵工程から発生する副生バイオマスを有効活用して高品質の肥
料を生産しています。堆肥の発酵熱を利用した菌体乾燥技術により、副生物を乾燥させる際に
発生していたCO₂排出量を大きく削減しています。この肥料は、環境負荷を低減するだけでなく、
農作物のアミノ酸含有量や糖度を高め品質を安定させることから、農作物の販路が拡大し、農
業活性化に寄与しています。
■ ベトナム
ベトナムは世界有数の米の輸出国です。特に南部のメコンデルタは、年2、3回の稲作が行われ
る米生産の中心地となっています。この地域では、これまで非有機肥料が使われ続けてきた結果、
土壌の肥沃度が低下して米の品質・収量が不安定になり、農家が稲作で生計を立てることが難
しくなってきています。ベトナム味の素社では2007年以降、コプロ「AMI-AMI」（液体肥料）
を小規模の試験農場に導入して米の品質・収量を安定させる研究を続けてきました。ベトナム
におけるコプロ事業は、現在では農家の生産コストを抑えつつ土壌の肥沃度を維持し、持続可
能な農業につなげる、地域社会にとって不可欠なものとなっています。
■ 中国
中国は世界一の穀物生産国ですが、FAOによると、穀物の生産に適さない気温により50％
以上の年間生産損失があります。農業資材を販売している味の素グループのアグロ2アグリ
社（スペイン）は、高温／低温、熱風等のストレス耐性を改善する葉面散布剤「FERTIGRAIN 
FOLIAR」を中国で販売しており、穀物等の収量向上に貢献しています。

持続可能な農業への貢献

植物は吸収した窒素と光合成によって得られた糖からアミノ酸をつくり、アミノ酸から生長に
必要なタンパク質をつくります。光合成が十分にできない曇天や低温でも、肥料としてアミノ
酸を与えることで植物の生長を促進することができます。味の素グループでは40年以上前から、
アミノ酸生産時に発生する栄養豊富なコプロを有機肥料として有効利用してきました。コプロ
を原料に、植物に必要なリン酸、カリウム等をバランス良く配合して、より高付加価値な肥料
を開発しています。実験や研究の蓄積から、アミノ酸を活用した肥料には根張りを良くしたり、
生長を促進したり、収穫量を増加させたりする効果があることが明らかになりました。

考え方

実績

コプロを原料とした高付加価値肥料	

GRI203-2

GRI203-2

タンパク質

アミノ酸光合成

アミノ酸

光合成

タンパク質

曇り+アミノ酸晴れ

>  P80
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■ タイ
タイでは、サトウキビ収穫後に畑に残る葉を、落雷による意図しない火事を防ぐために野焼き
することがPM2.5の発生原因の一つとされています。コプロ「AMI-AMI」（液体肥料）は、肥
料としてだけでなく、葉の堆肥化を促進し、野焼きを防ぐことにも役立っています。
■ ブラジル
ブラジル味の素社（ABR）では、「AJIFOL®」をはじめとするコプロ製品を主にコーヒーと果
物の農園に販売しています。近年では持続可能な経営を目指す農園が、化学肥料からABRの
肥料へ本格的な転換に踏み切る動きも見られます。2020年度には、高付加価値肥料「Amino 
Proline」「Amino Arginine」を使用した試験を行い、通常の肥料に対してトマトやリンゴの生
産性が向上したとの結果が得られました。  

持続可能な原材料調達

タイ農家の自律支援プロジェクト

TOPIC

味の素グループの主要生産拠点のあるタイでは、国民の40%が農業に従事していますが、農業の
GDP寄与率は7〜8%にとどまっており、農作物の付加価値や生産性が低いことが課題となっています。
付加価値や生産性の低さの原因として、無計画な転作の繰り返しや栽培知識の欠如による土壌劣化
が挙げられます。当社グループ製品の主要原料は農産物であることから、タイの食資源の持続可能
性に貢献すべく、2020年6月に農家の自律支援プロジェクトを立ち上げました。プロジェクトでは、
まずキャッサバ（タピオカ澱粉）を対象に、タイ国農業省土地開発局やアプリ会社と連携した無料
土壌診断を実施しました。これは、足りない土壌栄養素を可視化するもので、2021年6月時点で、
349農家での診断を完了しました。タピオカ澱粉はうま味調味料「味の素R」のタイにおける主原
料であり、タイ国内の消費量の15％を味の素グループが消費しています。土壌・灌漑環境を整える
ことにより、収量の大幅アップが期待できます。
また、味の素グループでは、タイ国農業局からの製造技術移管を受けて試作したPGPR（植物成長
促進性根圏微生物）につき、キャッサバ農家約200軒で効果確認を開始しました。そのほか、モザ
イク病フリーのキャッサバの開発・流通、タイ国タピオカ開発研究所らとの協働によるキャッサバ
モザイク病の画像診断技術の開発、保険会社らとキャッサバ農家向けの天候インデックス保険設立
に向けた協定の締結等、様々な視点からタイの農業従事者をバリューチェーンでつなげる取り組み
が進展しています。

                     

タイ国土地開発局：
土壌分析キットの
提供と診断

タイ国タピオカ開発研究所等：
キャッサバモザイク病検出のための	

アルゴリズム解析と	
データプラットフォーム整備

アプリ会社：
アプリ提供

保険会社：
天候インデックス
保険販売

タイ国農業局：
PGPR技術供与

農家：
土壌サンプル提供、試験実施

味の素グループ：	
土壌診断、

農家データベース構築、
PGPR製造販売等

タイの農業バリューチェーン
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