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会社概要
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売上高 営業利益

2001 2002 2003 20052004

国内食品 
55％ 

海外食品 
9％ 

アミノ酸 
23％ 

その他 
5％ 

医薬 
8％ 

事業別売上高構成比 地域別売上高構成比 

日本 
72％ 

アジア 
11％ 

ヨーロッパ 
10％ 

アメリカ地域 
7％ 

商　号 味の素株式会社

本社所在地 〒104-8315 東京都中央区京橋一丁目15番1号

電話番号 03（5250）8111㈹

ホームページアドレス http://www.ajinomoto.co.jp/

創業年月日 1909年5月20日

設立年月日 1925年12月17日

資本金 79,863百万円（2006年3月31日現在）

従業員数 単体4,002名　連結26,049名（2006年3月31日現在）

決算期 3月31日

□食品事業

調味料

加工食品

冷凍食品

油脂

飲料・チルド乳製品

事業概要

（主な製品区分）

□アミノ酸事業

飼料用アミノ酸

医薬用・食品用アミノ酸

栄養食品

甘味料

化成品

医薬中間体

□医薬事業
医薬品・医療食

□その他
包材

物流

サービス他

2005年度連結決算の概要
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●法人、事務所 ▲アミノ酸、化成品工場 ▲医薬工場 ▲調味料工場 ▲加工食品工場 ▲その他工場 

生産工場　世界16国・地域　105工場（日本：51工場、海外54工場）（生産工場は包装工場も含む） 

●▲ 

味の素グループは23の国・地域で、食品やアミノ酸、医薬品など、さまざまな事業をグローバルに展開しています。
（2006年3月31日現在）

編集方針 対象範囲

本レポートは、味の素グループが持続可能な社会実現のために果たすべき
役割を明確にすることを主眼に置きました。2005年9月に策定した｢味の素グ
ループCSRビジョン｣と、その｢達成像1～5｣をP.9で報告しています。特集
ページで、CSRビジョンの実現に向け、5つの達成像を具体的に現在の味の
素グループ活動と結びつけて説明しています。ビジョン実現のためのロード
マップの策定は、これからの作業です。
本レポートの作成にあたっては、2回のステークホルダー・ダイアログ（→

P.15、P.27）と、社外有識者やNPO・NGOの方を対象にした｢CSRレポート
2005説明会｣で頂いた意見を反映しております。
その他、特に心にとめて編集した点です。
●客観性を高めるために、専門家2名から第三者意見を頂きました。（→P.53）
●環境報告は、基本的なパフォーマンスとし、詳細情報はホームページに掲
載しています。
●株主・投資家様のページはアニュアルレポートで詳細についてご紹介して
いるため、割愛しました。
●環境省の｢環境報告書ガイドライン2003｣と、GRI＊の｢持続可能性報告のガ
イドライン2002｣を参考にしています。
●GRIガイドライン対照表はホームページに掲載しています。

＊GRI（Global Reporting Initiative）：
環境・社会・経済面から、サステナビリティ報告書の世界的なガイドラインを作成している国際非
営利団体。

対象組織：原則として、味の素（株）および連結子
会社・持分法適用会社の合計119社
（2006年3月31日現在）を｢味の素グルー
プ｣と表記しています。グループ全体
の情報を十分に把握できていない事象
は、報告の都度、対象組織を明示して
います。環境報告（P.47～52）の対象組
織は、｢環境規程｣に基づいた｢味の素
グループ環境マネジメント｣の対象範
囲＊です。

＊味の素（株）、連結子会社および環境マネジメン
ト上重要な関係会社。

対象期間：2005年度（2005年4月～2006年3月）
活動には、一部直近の内容も含みます。

発 行 日：2006年8月
（次回発行予定：2007年8月、
前回発行：2005年9月）

□主な国内法人

調味料・加工食品
クノール食品（株）
デリカエース（株）
シマダヤ（株）
味の素ベーカリー（株）
（株）ギャバン

冷凍食品
味の素冷凍食品（株）

油脂
（株）J-オイルミルズ

飲料・チルド乳製品
味の素ゼネラルフーヅ（株）
カルピス（株）
カルピス味の素ダノン（株）

アミノ酸
味の素ヘルシーサプライ（株）
日本プロテイン（株）
味の素ファインテクノ（株）
川研ファインケミカル（株）
ジーノ（株）

医薬
味の素ファルマ（株）
味の素メディカ（株）

その他
味の素物流（株）
味の素パッケージング（株）
味の素エンジニアリング（株）
味の素システムテクノ（株）
（株）味の素コミュニケーションズ
味の素トレーディング（株）
味の素トレジャリー・マネジメント（株）
味の素ビジネスアソシエイツ（株）
沖縄味の素（株）
北海道味の素（株）

□主な海外法人

調味料・加工食品
タイ味の素（株）
タイ味の素販売（株）
ワンタイフーヅ（株）
フィリピン味の素（株）
マレーシア味の素（株）

シンガポール味の素（株）
インドネシア味の素（株）
アジネックス インターナショナル（株）
ベトナム味の素（有）
インド味の素（株）
味の素（中国）（有）
味の素（香港）（株）
上海味の素調味料（有）
上海ハウス味の素食品（有）
上海味の素食品研究開発センター（有）
アモイ・フード（株）
韓国味の素（株）
アメリカ味の素（株）
味の素フードイングリーディエンツLLC

味の素インテルアメリカーナ（有）
味の素ビオラティーナ（有）
日清味の素アリメントス（有）
ペルー味の素（株）
欧州味の素食品（株）
ドイツ味の素食品（有）
ポーランド味の素（有）
ウエスト・アフリカン・シーズニング（株）

冷凍食品
タイ味の素冷凍食品（株）
タイ味の素ベタグロ冷凍食品（株）
味の素ベタグロ・スペシャリティフーズ（株）
連雲港味の素如意食品（有）
連雲港味の素冷凍食品（有）
アモイ味の素ライフ如意食品（有）
アメリカ味の素冷凍食品（株）

飲料
タイ味の素カルピスビバレッジ（株）
味の素カルピスビバレッジインドネシア（株）

アミノ酸
タイ味の素（株）
河南味の素アミノ酸（有）
上海味の素アミノ酸（有）
川化味の素（有）
台素（株）
アメリカ味の素（株）
味の素アミノサイエンスLLC
味の素ハートランドLLC

味の素インテルアメリカーナ（有）
味の素ビオラティーナ（有）

味の素ユーロリジン（株）
欧州味の素ユーロ・アスパルテーム（株）
スイス味の素（株）
味の素オムニケム（株）
味の素ビオイタリア（株）
ロシア味の素（有）

医薬
味の素ファーマシューティカルズ
ヨーロッパ（株）

その他
フジエース（株）
（株）味の素-ジェネチカ・
リサーチ・インスティチュート
ヨーロッパ味の素（株）
フォーラム・バイオサイエンス・
ホールディングス（株）

アメリカ味の素（株）
味の素コーポレートサービスLLC
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会社概要

編集方針

目次

CSR情報リンク一覧

味の素グループのステークホルダー

トップメッセージ

Ajinomoto Group Principles

味の素グループCSRビジョン

味の素グループCSRビジョンを策定

達成像1

「食」に学び、「食」をつくる

―「食」を守り、育む

―ステークホルダー・ダイアログ
「食品の安心とは」

達成像2

人々の健康のためにアミノ酸の科学・技術を活用

達成像3

持続可能な食資源確保のために

達成像4

味の素グループの人材育成、人員配置

達成像5

地域との協働・対話・パートナーシップ

―ステークホルダー・ダイアログ
「味の素グループのCSR活動にご意見をいただく会」

マネジメント

マネジメント体制

―コーポレート・ガバナンス

―コンプライアンス体制

社会性報告

安全・品質向上への取り組み

お客様に伝えたいこと

お客様とのコミュニケーション

取引先様とのコミュニケーション

従業員とともに

地域社会とのコミュニケーション

社会貢献活動

環境報告

地球環境のために

―味の素グループ環境理念・環境基本方針

―「味の素グループ・ゼロエミッション」

―環境マネジメントシステム

目標と実績

マテリアルバランス

第三者意見

第三者意見を受けて

目次 Contents
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本冊子に掲載されている情報は、味の素グループ

のホームページで、より詳しい情報がご覧になれま

す。また紙面の都合上、掲載できなかった情報に関

しても、ホームページにて情報公開しています。

●会社案内　http://www.ajinomoto.co.jp/company/ajino/
●事業紹介　http://www.ajinomoto.co.jp/products/

P1-2 会社概要

●CSRへの取り組み
http://www.ajinomoto.co.jp/company/csr/

●食の文化センター　http://www.syokubunka.or.jp/

●「味の素®」の原点　
http://www.ajinomoto.co.jp/company/mrs_mami/

●食のガーデン http://www.shoku-garden.org/index.html

●アジパンダ®の部屋　http://www.ajinomoto.co.jp/ajipanda/

●ビギナーズクッキングスクール
http://www.beginners-cooking.com/

●コーンレンジャー　
http://www.ajinomoto.co.jp/company/kodawari/corn/

●食とくらしの小さな博物館
http://www.ajinomoto.co.jp/museum/

P9-28 味の素グループCSRビジョン

味の素グループホームページ
http: //www.ajinomoto.co.jp

お客様
安全で高品質な商品の提供、

ご指摘・ご要望のすみやかな

事業活動への反映、双方向コ

ミュニケーションの活性化を

通して、世界中のお客様との

信頼関係を構築します。

株主・投資家様
企業価値向上のため、積極的

な情報開示を目指し、CSR

視点での外部機関の評価を経

営に取り入れ、株主の皆様の

期待に応えていきます。

取引先様
購買基本方針をもとに公正・

自由な取引と法令遵守を徹底

し、情報の共有化を図るな

ど、取引先様とともに発展す

る企業を目指します。

従業員
安全で快適な職場において、

従業員一人ひとりが能力を十

分に発揮できるよう、労働環

境を整備し、味の素グループ

の人材バリューをもつ人材を

育てます。

味の素グループのステークホルダー
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お客様 
取引先様 

地域社会 

従業員 

株主・ 
投資家様 

地球環境 

次世代に向けて 

P31-36 お客様

健康

●味の素KK健康基盤食品
http://www.ajinomoto-ff.com/index.asp

●アミノ酸の研究支援（英語）http://www.3arp.ajinomoto.com/

●アミノ酸大百科® http://www.ajinomoto.co.jp/amino/

●研究開発　http://www.ajinomoto.co.jp/kenkyujo2/

●バーチャル研究所
http://www.ajinomoto.co.jp/recruit/part1/technical/virtual/

●医薬カンパニー　http://www.ajinomoto.co.jp/iyaku/

●肝臓NAVI® http://www.kanzou.net/

● IBDNAVI® http://www.ibdnavi.net/

●バーチャル臨床栄養カレッジ® http://www.v-eiyo-college.jp/

パートナーシップ

●ステークホルダー・ダイアログ
http://www.ajinomoto.co.jp/company/csr/

●「味の素『食と健康』国際協力ネットワーク：AIN」
http://www.ajinomoto.co.jp/company/kouken/global/ain.html

P29-30 マネジメント
●企業情報　http://www.ajinomoto.co.jp/company/

●安全・安心への取り組み（GMO、食品添加物、トレーサビリティなど）
http://www.ajinomoto.co.jp/company/anzen/

●原料へのこだわり
http://www.ajinomoto.co.jp/company/kodawari/

P37-38 取引先様

●容器包装
http://www.ajinomoto.co.jp/company/kankyo/

●レシピ大百科　http://www.ajinomoto.co.jp/recipe/

●お客様相談センター（アレルギー物質、商品改善例など）
http://www.ajinomoto.co.jp/okyakusama/

●個人情報保護　http://www.ajinomoto.co.jp/privacy/

●工場見学
http://www.ajinomoto.co.jp/company/kengaku.html

●購買基本方針
http://www.ajinomoto.co.jp/company/csr/

P39-42 従業員
●採用情報　http://www.ajinomoto.co.jp/recruit/

P43-46 地域社会、社会貢献

●社会貢献活動　http://www.ajinomoto.co.jp/company/kouken/

●あしたのもとクリック募金　http://www.ajinomoto.co.jp/phila/

●財団法人味の素奨学会　http://www.aji-syogakukai.or.jp/

P47-52 環境報告

●環境への取り組み
http://www.ajinomoto.co.jp/company/kankyo/

株主・投資家様（冊子掲載なし）

●株主・投資家の皆様へ
http://www.ajinomoto.co.jp/ir/

味の素グループCSR情報リンク一覧

地域社会
コミュニケーション活動の充

実に努めるとともに、広い視

点に立った企業市民活動を通

して、より良い生活の実現に

向けて取り組んでいきます。

次世代に向けて
味の素グループCSRビジョン

の達成に努力し、次世代の

人々の生活にも“食”と“健康”

において貢献できるよう、持

続可能な社会の実現を目指し

ます。

地球環境
環境に優しい技術の追求、自

然環境との共生を通して、少

しでも持続可能な社会の実現

に近づけるよう、地球的な視野

に立って事業活動を行います。



味の素グループは2005年9月、CSRビジョ

ンを策定し、グループ全体で、このビジョン

の具体的なイメージを共有するため「2020年

のCSR達成像」を描きました。

グループを代表して味の素株式会社取締役

社長の山口範雄が、CSRビジョンを達成す

るために味の素グループがどのような心構

えで事業を推進していくべきなのか、あるべ

き姿について語りました。

味の素株式会社　
取締役社長　最高経営責任者

山口　範雄

5 味の素グループ CSRレポート2006

トップメッセージ

CSRを考えるとき、私は大事なことが2つあると

考えています。ひとつは具体的であること。もうひ

とつは、我々だからこそ大きく貢献できることを追

求すること。ほかの企業よりも、自分達の方が有効

にできることをやらないと、やはり意味がないと思

います。

人が食べておいしいと感じるのには、さまざまな

要素がありますが、5つの基本味のひとつで、おい

しさを作り出す大切な“うま味”。当社創業の礎とな

ったうま味は、グルタミン酸ナトリウムとして世界

中の人々に使われ、親しまれています。一方、食文

味の素グループだからできることを、
さらに追求していきます

CSRビジョンを
達成するために大事なこと

CSRビジョンの達成に向けて、
具体的な姿とは

個性と伝統、時代のニーズを大切に、
商品、サービスを通して
食文化の伝承に貢献していきます。
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化は国や地域によって個性豊かなものなので、我々

が食品事業を展開していく時には、それぞれの食文

化について理解し、その個性に合ったものでなけれ

ばなりません。例えば、日本では主にかつお風味の

だしが好まれますが、国が変わると好まれる風味も

変わり、ビーフエキスやチキンエキスなどになりま

す。それぞれの地域の食文化の優れた部分を伝承し、

商品やサービスを通じて次世代にしっかり伝えてい

くことが非常に大事なことだと考えています。

また、近年、ライフスタイルが変わり、主婦の大

半の方が職業を持つようになり、忙しい生活を送る

中、料理にかける時間も少なくなってきています。

もし、味噌汁を作るたびにかつお節を削っていたら、

食卓に味噌汁が上がる機会も減ったかもしれませ

ん。かつお風味の調味料「ほんだし®」は、調理時間

の短縮を実現し、味噌汁の継承に重要な役割を

担ってきたと考えています。世の中が求めている効

率性、簡便性に応えながら、伝統の食文化を育んで

いきます。

当社は、うま味調味料「味の素®」という商品を通

して、97年前の発売以来、世界中の人々に“おいし

さ”を提供してきました。我々はそこから一歩進み、

グルタミン酸が人間の体内でどういう機能を果たし

ているのかといった研究を行っています。研究の成

果の一例として、舌と同様の味覚受容体（レセプター）

が、消化器にもあることが確認され、何らかの生理

機能が関わっていることが科学的に解明されつつあ

ります。

もうひとつ、より貢献したいと考えているのが医

療の分野です。すでに医薬品や医療用食品を提供し

ていますが、治療から予後までの患者様の総合的な

栄養管理を行う「トータル・ニュートリション・ケア

（TNC）」を推進しています。医薬と栄養、両方のポ

テンシャルを持つ我々だからこそ貢献できる分野と

考え、積極的に取り組んでいます。

健康・栄養に関しては、現在、私が責任者となっ

て取り組んでいるプロジェクトもあります。味の素

グループには、グループ会社・提携会社の事業・商

品領域に飲料、乳製品、冷凍食品、油脂などがあり、

これらに健康基盤素材が使われれば、たくさんのお

客様にいろんな場面で提供する機会も増えてきま

す。我々はアミノ酸のリーディングカンパニーとし

て、健康によりいっそうの貢献をしていきます。

我々のグルタミン酸をはじめとする各種アミノ酸

のほとんどが発酵法でつくられていますが、その原

料はサトウキビやキャッサバなどの農産物です。

我々はそれらの農産物を発酵させて、グルタミン酸

などのアミノ酸をつくっています。アミノ酸発酵過

程では、アミノ酸を取り出す時に生じる副生物があ

ります。これには、有効な栄養成分がたくさん含ま

れており、肥料として土に返します。すると農産物

は、有効成分を再び自分の養分として使っていく。

最近はそれを葉の表面に散布する葉面散布というや

り方が、より生育に効果的だということも分かって

きました。

農産物を使い、再び土に返す、バイオサイクル。

こういった循環型の継続できる事業を拡大すること

で、持続可能な地球環境を追求していきます。

アミノ酸技術で食生活と医療、
そして健康栄養に貢献することが、
味の素グループ共通の課題です。

アミノ酸発酵に必要な農産原料。
次世代に向けて循環型事業で
還元していきます。
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味の素グループには、求める人材像があり、そう

なれるように自分を磨こうという「人材バリュー」を

策定しています。要点は3つあり、ひとつ目は創造

性、独創性のある人材を大事にすることです。池田

菊苗博士のうま味の正体の発見を受け、工業化に

至ったのも、創造性や独創性があったからです。こ

うして継承されている一種のDNAが、発明・発見に

限らず販売など、あらゆる分野でも、その人ならで

はの工夫を凝らし、発揮されることが大事だと考え

ています。

2つ目は我々のお客様は世界中にいる、とグロー

バルな視野で考えることです。味の素グループは創

業のわずか8年後、1917年にニューヨーク事務所を

つくりました。うま味は世界に共通するという見方

が創業当時からあったのです。日本列島の中だけで

考えるのではなく、世界全体を見る人材であってほ

しいと思います。

3つ目はコミュニケーションとチームワークを大

切にし、グループ従業員同士が協力しあえるために、

一人ひとりが仲間から頼りにされるような人材であ

れ、ということです。どんなに優秀な人でも、一人

でできることは限られています。前向きに仕事を進

める同志が集まると、より大きな仕事ができ、社会へ

の貢献もより大きくなります。そういった仲間と一緒

に働く喜びを大事にできる人材を育てていきます。

アミノ酸について、これだけ幅広く、長い年月、

深く関わってきた企業は、世界中どこにもありませ

ん。そういう意味では、今後も企業としての正しい

あり方を追求し、アミノ酸技術を駆使して、食と健康

に貢献していく、それが味の素グループの社会的責

任だと認識しております。一つひとつの活動の積み

上げが、やがてはめぐりめぐって信頼につながるも

のだと確信しています。グループ全体でCSRビジョ

ンを共有し、CSR活動を常に深めていくことで、世

界で尊敬される企業を目指します。

人づくりこそが、社会づくり。
独創性、グローバル、協働の
3つの観点で人材を育成していきます。

CSRをグループの求心力に。
アミノ酸技術を追求し、食と健康に
貢献することが当社の社会的責任です。

トップメッセージ

取締役社長　最高経営責任者
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2000年4月に制定された「Ajinomoto Group Principles」は、「グループ理念」「グループ経営基本方針」「グルー
プ行動規範」で構成されています。これは味の素グループが共有・実践する最高理念であり指針であると位置付
けられています。この「Ajinomoto Group Principles」のもと「食品・アミノ酸系の、日本から出発した世界企業」
を目指して、グループ全体で取り組んでいますが、目指す企業像に対して更にふさわしい理念・指針とすべく、
グローバルスタンダードへの対応やCSR的視点での内容の見直しなどを含めた「Ajinomoto Group Principles」
の改訂についても検討していく予定です。

1. 安全で高品質な商品、サービスの提供
1-1 安全で高品質な商品、サービスの提供

2. 公正、自由な取引

2-1 公正、自由な競争
2-2 政治、行政との健全な関係
2-3 公正な購買取引
2-4 適正な交際・儀礼

3. 社会とのコミュニケーション
3-1 情報入手とタイムリーな情報公開

4. 情報管理
4-1 情報管理

5. 環境保全、省資源、省エネルギーへの取組み
5-1 環境保全、省資源、省エネルギーへの取組み

6. 社会貢献
6-1 社会貢献

7. 働きやすい職場環境
7-1 人権尊重
7-2 快適で安全な職場作り
7-3 主体性・創造性の発揮

8. 株主・投資家への責任
8-1 適切な情報開示
8-2 インサイダー取引の禁止
8-3 特定株主への利益供与の禁止

9. 社員個人と会社との関係
9-1 本人（家族・親族）と会社との関係
9-2 社外活動

10. 国際通商
10-1 知的財産権の取り扱い
10-2 輸出入管理法令の遵守

味の素グループ理念

私たちは、地球的な視野にたち、“食”と“健康”、
そして明日のよりよい生活に貢献します。

事業目標

食関連事業、アミノ酸を中心としたファイ

ンケミカル事業・医薬品事業を経営の柱と

して、地球上の人々に貢献する世界企業を

めざします。

事業姿勢

つねに“お客様第一”を心がけ、豊かな創造

性とすぐれた技術により、安全で高品質な

商品・サービスを提供します。

経営姿勢

お客様、株主、地域社会、取引先、社員等

全ての利害関係者を尊重し、簡明・迅速な

意思決定と公正で透明性の高い経営を行う

とともに、株主への適正な利潤の還元と永

続的な企業価値の増大を図ります。

社会的役割

良き企業市民として責任を自覚し、社会と

の調和をはかり、その発展に貢献します。

企業風土

一人ひとりが、自らを高め、創造的で自由

闊達な、活力ある集団をめざします。

味の素グループ経営基本方針 味の素グループ行動規範

Ajinomoto Group Principles



2020年のCSR達成像

安全で持続可能な食資源の確保のため、農・畜産・水産業への支援を行うとともに、

枯渇資源・エネルギーの使用や廃棄物の発生を極小化する循環型ビジネスモデルの

確立により、永続可能な地球環境の維持に貢献している。 
達成像3

アミノ酸のリーディングカンパニーとして、その独自技術の更なる深化と拡充を通じて

新しい価値を創造し、世界中の人々の生命・健康に貢献している。 達成像２ 

「Ajinomoto Group Principles」のもと、誠実な企業市民として、企業活動に関する

さまざまな情報を全てのステークホルダーに積極的に公開し、対話を通して公正・公

平でオープンなパートナーシップを構築し、健全で活力ある社会づくりに貢献している。 
達成像5

国籍・人種・性別・宗教・文化等の違いを越えて個人の特性・能力を生かした人材の

活用を図り、世界から必要とされる優れた人材の育成を通じて、より良い社会づくりに

貢献している。 
達成像4

食品事業のグローバル展開により、世界各地の食文化に根ざした新製品の開発・普

及を進めるとともに、日本発の世界企業として日本の食の持つ特性を生かしながら、

世界の人々の安心で豊かな食生活に貢献している。 
達成像1

味の素グループCSRビジョンを策定
「味の素グループCSRレポート2005」では、味の素グループのCSRビジョン策定に向けて、
社外有識者を招いたワークショップの開催など、取り組みの経過をお伝えしました。
その後、社内でも議論を深め、「味の素グループCSRビジョン」とそれを具体的にイメージするための
「2020年のCSR達成像」を策定しました。
ここでは、CSRビジョンを策定するまでの道のりと、CSR推進体制をお伝えします。

世界の人々から信頼される

真のグローバル企業として、

永続可能な地球環境を守り、

食と健康を通じて

よりよい社会の実現に貢献しています。

味の素グループCSRビジョン

9 味の素グループ CSRレポート2006



味の素グループは、CSRは単なる企業の社会的責任で

はなく、社会から信頼を得ることであると認識していま

す。お客様の生活に役立つ商品やサービスを展開するこ

とで信頼を獲得して、評価をいただき、結果として事業

が発展していく。この循環こそが味の素グループのCSR

活動であり、味の素グループ理念（→P.8）の実践そのも

のです。これを追求することが、お客様をはじめとする

ステークホルダー（→P.4）の皆様から信頼を得る道であ

ると考えています。

2005年度味の素グループCSRレポートでご報告した、

社外有識者を交えた従業員ワークショップを経て、2005

年9月に味の素グループCSRビジョンを策定。説明会を

開くなどしてグループ内で共有化しました。これは、味

の素グループが、グループ理念を進むべき方向の拠り所

とし、どのような企業となり、社会にどのように貢献す

るのかを明確にしたもの

です。

味の素グループは、05 / 10中長期経営計画

の基本戦略のひとつにCSR経営を掲げ、

2005年4月、CSRの取り組みをさらに推進していくため

に、専任部署であるCSR推進本部を設置しました。CSR

推進本部は、その下に環境経営推進部と、CSR部を置い

ています。CSR部は社会貢献、人権啓発を担当し、企業

倫理、品質保証、購買などについても関係部門と密接な

連携をとっています。

CSR部の主な取り組みは、さまざまなステークホルダー

から求められる要請を聞き、経営に生かしていくことです。

そして、全社的な課題を明確にするとともに、各組織と一

緒になって、具体的な取り組みを推進していきます。その

取り組みの状況を社外に伝え、それについてステークホル

ダー・ダイアログなどで、意見をいただきます。こうした

一連の取り組みを浸透させ、ステークホルダーとのコミュニ

ケーションを通じたパートナーシップを構築していきます。

-dvance10

2005年度は、社会から求められる要請項目に照らし、

各組織の課題の洗い出しを行いました。また、ステーク

ホルダー・ダイアログを2回実施し（→P.15、27）、具体的

にいただいた意見を事業活動に反映することができまし

た（→P.16）。今後は抽出した課題解決に向けた取り組み

を進め、社外からの声をCSR経営に生かしていきます。

CSRビジョン策定までの道のり

味の素グループのCSR推進体制と主な取り組み

2020年 

2015年 

現　在 

CSRビジョン 
味の素グループがCSR活動を推進
するにあたり、目指すべき姿です。 

企業理念 
コンパスのように、
行先の方向を指し
示します。 

ロードマップ 
2020 年への道
程を示します。 

CSRビジョン説明の様子
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※　食品カンパニー、アミノ酸カンパニー、医薬カンパニー 

組織図 
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味の素グループが世界中にいるお

客様の食生活に貢献していくには、

それぞれの国や地域が持つ食文化を

尊重しながら、それらをうまく生か

し、新たな付加価値をつけた商品や

サービスを提供することが、大切だ

と考えています。

食文化は地域の人々が長い年月、

食生活を続けてきた中で受け継がれ

てきた、その地域の気候風土に合っ

た食習慣です。その中には昔から受

け継がれてきた生活の知恵が詰まっ

ています。食文化を学ぶことは、そ

の地域・そこに住む人々を理解する

ことにつながります。

食文化の尊重

世界各地には、日本の昆布やかつ

お節のだし、中国の湯（タン）、西洋

のブイヨンやフォンなど、その地域

のさまざまな素材のうま味を生かし

ただしがあります。うま味は、料理

のおいしさに大切な役割を果たして

います。うま味の正体がグルタミン

酸であることが池田菊苗博士によっ

て発見されたのが1908年。その翌年

の1909年の創業以来、味の素グルー

プはうま味調味料「味の素®」をつくり

続けてきました。今後も、各国・各

地域に根ざした食文化を尊重しなが

ら、料理のおいしさを生むうま味を

世界中の人々に伝えていきます。

うま味で世界の料理のおいしさに貢献

達成像 1

うま味ワークショップの様子

「食」に学び、「食」をつくる
私たちが商品やサービスを通じて、世界中のお客様の食生活に貢献していくには、
各国・各地域の食文化への理解が必要だと考えています。

食品事業のグローバル展開により、世界各地の食文化に根ざした新製品の開発・普及を進めるとともに、日本発の
世界企業として日本の食の持つ特性を生かしながら、世界の人々の安心で豊かな食生活に貢献している。



12味の素グループ CSRレポート2006

ここ数年、ライフスタイルの変化

や食のグローバル化が進み、食生活

にも変化が見られます。味の素グ

ループでは、忙しい毎日でも、簡単

に料理をつくり・食べることができ

る商品を提供しています。手間暇を

惜しまずに料理することをしっかり

と伝える一方で、短時間で料理がで

き、また初心者の方でも簡単に作り

たいというニーズに応えています。

また、その国の食文化に今までな

かった新しい食の提案も行っていま

す。たとえば、タイやマレーシアな

ど、まだ洋風スープになじみの薄い

国の人々に、洋風スープを体験して

いただいております。国によって好

まれる味や、宗教によって口にでき

ない原料もあるので、それぞれの食

文化を尊重しています。

味の素グループは、お客様のライ

フスタイルやニーズにあった食の提

供を通して、料理することの楽しさに

貢献し、味わう喜びをお届けします。

ライフスタイルに合った食の提案と、
新しい食卓の創出

味の素グループは、うま味調味料

「味の素®」を世界中へ提供するだけ

ではなく、うま味のメカニズムも研

究しています。最近、舌と同様の味

覚受容体（レセプター）が、消化器に

もあることが確認され、何らかの生

理機能に関わっていることが分かり

つつあります。

また、味噌汁などにかつおだしの

代わりに使われる和風だしの素「ほ

んだし®」ですが、原料となるカツオ

に学び、その生理機能を食品にも生

かそうと研究に取り組んでいます。

カツオは一生泳ぎ続ける回遊魚で、

最高速度が100km／hになります。

遊泳距離を平均時速50kmで換算す

ると一生のうちに地球を100周以上

も泳ぐことになる、疲れ知らずの魚

です。かつおだしには、運動時の疲

労などを回復する高い効果がありそ

うだということが明らかになり、日

本栄養・食糧学会などで発表してい

ます。

味の素グループはおいしさから健

康まで追求しています。

おいしさと健康の追求

各国・各地域の持つ個性を尊重しながら、
おいしさと健康を届けたい。

ブイヨン

かつおだし
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2005年7月に施行された「食育基本

法※」は、食に関して、現在の日本社

会が抱える実態と課題を明らかにす

るとともに、人類のいのちを育み、

健康で活力ある、生き生きとした社

会を育む上で、欠くことのできない

食の大切さを訴えています。

味の素グループは、グループ理念

（→P.8）が示す「食と健康」で世界の

人々のより良い生活に貢献する活動

を通して、食育基本法が求める食の

大切さの理解の輪を広げていきたい

と思います。

生命の根本である食の大切さを考

え、食を支える多くの営みを感謝の

人々のよりよい食生活に貢献

気持ちとともに理解し、食の安全性

や有用性に関する正しい知識や判断

力を培い、継承すべき伝統的な食文

化を大切にしていくことなど。これ

まで味の素グループが取り組んで

きた活動を、食育という視点から整

理し、私たちの生活に大切な食を守

り、育む取り組みとして進めていき

ます。

※食育基本法
食育基本法とは、国民が生涯にわたって健全な
心身を培い、豊かな人間性を育むことができる
よう総合的、計画的に推進するため、2005年
6月に国会で成立、同年7月から施行されまし
た。この法律の全文は、内閣府のホームページ
（http://www.cao.go.jp/）でご覧になれます。

家庭でつくり、家族そろって食べ

る料理は、家族の心と体の健康の源

です。家庭料理の楽しさ・大切さと、

だしに代表される日本の豊かな食文

化を伝えることは、私たちの大切な

務めと考え、「食をつくる」活動に取

り組んでいます。

出張型の料理教室「ビギナーズ

クッキングスクール」（写真1-①,②）

の実施や、基本の家庭料理の作り方

をわかりやすく紹介した料理本「う

ちごはん。®」（販売終了）（写真2）の発

行など、味の素グループらしい、ユ

ニークな活動を通して、初心者の方

が料理に興味をもち、家庭料理が充

実していくことを目指しています。

ホームページ上での「レシピ大

百科®」（→P.35）では約1万点のレシ

ピとともに、料理の基礎や食材、健

康関連の情報を紹介し、家庭で「食

をつくる」ことを支援するような情

報の提供を行っています。

味の素グループが行っている「食

をつくる」楽しさを実感していただ

く取り組みは、日本国内にとどまり

ません。海外でも東南アジア諸国や

南米などで料理教室を開催していま

す（→P.44）。

「食」を守り、育む

食をつくる
家庭でつくる食事の楽しさを実感してほしい

達成像 1

1-①

1-②
移動式調理台「お料理箱」
「お料理箱」には上下水道、ガス、調理道具一式
を備えています。

2
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子どもたちに、野菜の栽培や調理

体験を通して食の大切さや人と自

然への感謝の気持ちを学んでほし

い――。このような願いを込めて味

の素グループは「食を体感する」プロ

グラムを実施しています。

「食のガーデン」（写真3）は小学生を

対象とし、一人ひとりがプランター

で野菜を育て、その観察や収穫、調

理体験などを通じて、自然の恵みを

感じ、食の大切さについて考えるこ

とを期待するプログラムです。2005

うま味調味料「味の素®」発売以来、

私たちはおいしさを求め、食の研究

を続けています。その成果を社会に

紹介し、食文化の発展に貢献するこ

とを「食を伝える」活動として、食

に関する研究や情報発信に努めてい

ます。

食文化の研究を支援する（財）味の

素食の文化センターでは、2003年か

ら2004年にかけて「かつおフォーラ

ム」（写真5）を開催。かつおだしとか

つお節の総合的な研究の、貴重な発

表の場となりました。

また、日本うま味調味料協会を通

して、うま味研究会、うま味インフォ

メーションセンターを支援し、今や

国際語となった「UMAMI」に関する

情報や研究成果を、世界に向けて発

信しています（写真6-①,②）。

年度は全国で63校、5,860人（教員含

む）が参加しました。

また、北海道訓子府（くんねっぷ）町

の訓子府小学校の3年生は、スイー

トコーンの種まきから収穫を体験

し、北海道クノール食品（株）の工場

見学をしました。その活動内容を

「コーンレンジャージュニア隊」（写

真4）としてインターネット上のブロ

グ「コーンレンジャー便り」で報告し

ています。

大切な「食」を守り、育む。
実践活動を通して、「食」の大切さを伝えます。

食を伝える
新しいおいしさの発見を求めて

食を体感する
野菜の栽培・収穫を通して、自然の恵みを感じてほしい

4

6-①

6-②

5

3
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「食品の安心とは」
味の素グループにとって、「食の安全・安心」は重要課題のひとつです。
「食品の安心」とはいったい何なのか。安全性をさらに追求し、
信頼される企業であり続けるためには何が必要なのか。
2005年12月、有識者の皆様から貴重なご意見をいただきました。

食品安全基本法の中で、食品の安全はリスクアナリシスという概

念に基づいて組み立てていくこと、消費者の健康を守る基本的な権

利の保障であることがうたわれているように、「安全」と「安心」は違

うという認識が必要です。つくった人の顔が見える、見えないとい

う問題もありますが、生産者の写真を商品に貼ってあれば安心する

というものではありません。結論として消費者が最終的に到達する

のは信頼です。信頼できる企業であるかどうかが最も重要なことで

あると思います。

小沢 理恵子氏
日本生活協同組合連合会
くらしと商品研究室長

「安全」と「安心」は違うもの
最終的には「信頼」に到達

ホームページなどで情報提供をしても、アクセスがない、という企

業の声をよく聞きますが、アクセスしない人は安心しているか無関心

な人なのです。不安がある人は必ず見ます。情報をきちんと出すこと

が、企業の信頼につながります。情報を出すための企業の情報収集努

力が見えるからです。その企業が何をもって製品を作っているのか、

企業の哲学やロマンが伝わり、共感できてはじめて安心を得られるの

だと思います。原料調達先の環境や、そこに住む人々にも配慮をして

いることが伝われば、将来の食に対する安心にもつながるでしょう。

辰巳 菊子氏
社団法人日本消費生活アドバイザー・
コンサルタント協会常任理事、環境委員長

企業の哲学が伝わり、
共感できてはじめて安心が得られる

「安全」と「安心」を一致させる努力は企業だけではなく、ステーク

ホルダー全員が行うべきものです。消費者は食品の安全情報をマス

メディアをはじめ、企業のウェブや冊子などから入手していて、さま

ざまな情報が複雑に影響してブランドを形成し、最終的に信頼につ

ながります。そういった観点で、現在御社がとられている無添加表示

や遺伝子組み換え食品不使用表示をしない方針を、是非続けること

を望みます。海外では誤認を招くため禁止されていますが、日本で

は表示がある方がよいという雰囲気があります。正しい情報を伝え

るためにも、御社のスタンスを他の企業にも広めていってください。

中野 栄子氏
日経BP社　
バイオテクノロジー・ジャパン副編集長

誤認を招く表示を
しない方針を貫いて

情報は出せばいいというものではなく、誰にどこまで情報を出す

のかがポイントだと思います。御社独自の取り組みだけではなく、業

界としての評価をもっと上げられるようなルールを作っていくこと

も大切だと思います。情報に重みを与えるのは情報の確かさはもち

ろん、それを伝える人です。御社のお客様相談センターなど、情報

を直接発信する人のコミュニケーション能力が、企業価値になり、商

品への信頼につながりますので、コミュニケーションに力を入れて

いってはどうでしょうか。

深津 学治氏
グリーン購入ネットワーク事務局
食品研究会担当

どこまで細かい情報を公開するか、
業界ルールが必要なのでは

ひとつの食品が口に入るまでにはたくさんの人が関わっているは

ずですが、その人たちの想いが伝わってはじめて共感や安心、信頼

が生まれるのではないでしょうか。日本のだし文化は世界に誇るべ

き素晴らしい食文化です。これを次世代に伝えていくためにも、「食

文化の伝承」にもっと力を入れていただきたいと思います。また、

ウェブでアレルギー情報を公開しているようですが、情報過多な社

会の中で、どうすれば知りたい情報を得られるのか、情報のリンク

を意識した発信をすることが大切だと思います。

松平 悠公子氏
日経BP社エコマム・プロデューサー

生産者の想いが伝わると
信頼が生まれる
食文化の継承にも期待

「安全」は科学の世界、「安心」は心の世界。2つはきっぱり分けて考

えた方がいいでしょう。企業はよく、「消費者の安心のために」と言

われるけれど、「安全」の方にこそ、全力を尽くすべきですね。その

結果として「安心」するかしないか、それは消費者の側が決めますか

ら。その「安全」と「安心」を結ぶのは、情報です。自社製品の安全性

を「説得」しようとする一方通行の情報ではなく、消費者からも疑問

や本音を出せて、活発に意見交換のできる、本当の双方向「コミュニ

ケーション」が必要ですね。

村上 紀子氏
元女子栄養大学教授

安全と安心を結ぶのは情報
双方向のコミュニケーションが大切

達成像 1 ステークホルダー・ダイアログ
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ステークホルダー・ダイアログ

への出席は今回が初めてでしたが、

有識者の方々から貴重なご意見を

いただき、我々が検討している事

項の方向性確認および考えの整理

をするのに非常に有意義な場とな

りました。

現在、味の素（株）食品カンパニーでは、お客様への新

たな価値の提供として、「お客様との関係を深める活動」

に取り組んでおります（→P.33）。製品はハード（製品その

味の素グループは食品添加物やGMOの活用・表示に

あたって、安全性・有用性および法適性の面から厳しく

チェックしています。

最近、｢○○無添加｣、｢△△不使用｣をキャッチフレー

ズにした加工食品が増えています。味の素（株）は、国の

基準や科学的根拠に基づき安全と認められている食品添

加物やGMOが、あたかも安全ではないような印象をお客

様に与える表示方法は、食品メーカーとして控えたいと

考えます。不要な混乱を招くことは、お客様にとっても

不利益と考えるためです。

食品添加物は、味を良く、香りを高め、栄養を強化す

ることで豊かな食生活を実現するほか、保存性などを高

めることで、食料資源の流通や有効活用を促すという重

要な役割を担っています。食品添加物の歴史は、食材を

そのまま食べることに始まり、もっとおいしく、安全に、

便利に、調理や保存の工夫を重ねてきた食文化の歴史で

もあります。これら食品添加物は、多くの人々の口に入

るものなので、各種の厳しい試験が行われ、安全性が確

認されています。

味の素グループでは、商品の開発・製造に適切な食品

添加物を使用し、法に基づいた表示をしています。正確

で、お客様に分かりやすい表示に努めます。

遺伝子組換え技術は、農作物に害虫耐性を付与して使

用農薬を低減するなど、食料問題や環境問題の解決に大

きな役割が期待される、重要な技術だと考えています。

一方で、活用にあたっては、安全性を十分に確認する必

要があると考えます。

現在、各国では安全確保のため、GMOの承認に厳格な

安全性評価を実施しており、日本では内閣府食品安全委

員会、厚生労働省にて安全性審査が行われています。必

要な情報を消費者に提供するため、表示基準も定められ

ており、味の素（株）もこの基準に従っています。

また味の素グループでは、未承認GMO混入防止のため

に、自社で検査技術を確立しています。

もの）だけではなく、ソフト（料理情報や栄養情報）がセッ

トされてはじめて、お客様に受け入れられるものです。

ダイアログでいただいた“情報のリンク”（お客様の情

報を知りたいという欲求に対し、情報の橋渡しができ、

かつ一貫性があること）と“コミュニケーション”（情報の

開示だけでなく情報を共有できる状態にすること）が重要

な取り組み内容です。パッケージをはじめとし、印刷物

やホームページなど、様々な手段を用いて「お客様との関

係を深めていきたい」と考えております。

～ダイアログに参加して～ ご意見をもとに早速、表示などを検討

ダイアログでもご意見のあった食品添加物・GMOの活用・表示について
味の素グループの考えを示します

食品添加物について

GMOについて

安武 和比古
味の素（株）調味料部長
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人々の健康のためにアミノ酸の科学・技術を活用
アミノ酸の持つ機能の新たな発見にとどまらず、
その過程で得た知識や技術を人々の生命・健康に生かしています。

しかし、多様なアミノ酸にはまだ

まだ未知の機能が多くあると考えら

れます。味の素グループの力を結集

して、さらに多くの領域でアミノ酸

の研究を行っていく一方、この研究

過程で得た知識や技術を、健康と医

療の領域で生かしていくように事業

活動を行っていきます。

味の素グループはうま味調味料

「味の素®」の発売後、アミノ酸の可能

性を追求し続けています。その研究

成果は食品分野にとどまらず、健康

分野では生活習慣病を予防するさま

ざまな商品に、医療分野においても

難病の治療や術後回復に効果の高い

アミノ酸輸液・経腸栄養剤に生かし

ています。

アミノ酸の科学・技術の研究過程で得た知見を
健康と医療分野で幅広く活用

健康な心身を維持し、病気になら

ない身体をつくることは、重要なこ

とです。特に先進国においては、病

気の中で生活習慣病が占める割合が

非常に高く、こうした病気は何より

も予防が大切です。

例えば肥満は、糖尿病、高血圧

症、高脂血症などの生活習慣病の最

も重要な誘因と言われています。米

国では成人の3人に2人が肥満であ

り、しかもその半分は病的な肥満と

言われています。

味の素グループでは、2006年3月、

健康事業を更に強化・推進するプロ

ジェクトを立ち上げ、グループ横断

的・統一的に検討を開始しました。

これにより飲料、乳製品、冷凍食品

など、幅広い商品を持つグループの

強みを生かすことができます。また

現在、さまざまな健康基盤素材の開

発を進めていますが、脂肪を燃焼さ

せる機能を持つ「カプシエイト」を利

用した商品の検討を進めています。

ヒトによる臨床実験でその安全性・

効果を確認し、科学的根拠のある商

品として提供することで、生活習慣

病の予防や健康増進など、皆様の健

康づくりに貢献していきます。

おいしく食べて健康づくり
味の素グループ全体で取り組む健康事業

■ 生活習慣病の死亡割合図 

その他 

脳血管 
疾患 

心疾患 

悪性新生物 
30.5％ 

15.7％ 

13.0％ 

40.8％ 

平成17年版厚生労働白書より

達成像 2 アミノ酸のリーディングカンパニーとして、その独自技術の更なる深化と拡充を通じて新しい価値を創造し、
世界中の人々の生命・健康に貢献している。

研究所の様子
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さらに、アミノ酸の研究を深め

て、治療から予後までの患者様の総

合的な栄養管理を行うのが、トータ

ル・ニュートリション・ケア（TNC）

です。TNCは栄養改善を図ること

で、患者様の生活の質（QOL）を高め、

治療効果を上げることを目指してい

ます。

栄養療法を実施することで、基礎

体力や免疫力が回復していれば同じ

治療をしても、より高い効果が期待

できます。栄養療法を積極的に進め

た結果、院内感染症や合併症が減少

し、入院期間が短くなることも確認

されています。そのため、医療費の

削減や、疾病の予防も期待されてい

ます。

こうした考え方は医療現場で急

速に普及しており、最近では医

師、看護師、栄養士、薬剤師など

の医療スタッフが栄養支援チーム

（NST= Nutrition Support Team）を

組んで治療にあたることも増えてき

ました。

味の素ファルマ（株）ではこうした

医療現場に即した栄養関連製品を提

供するとともに、栄養療法に熟知し

た医療従事者への教育サポートを目

的に、日本静脈経腸栄養学会と共同

で2005年4月から「バーチャル臨床

栄養カレッジ®」を開講しています。

これは栄養管理に必要な基礎的な知

識など約80講座を、多忙な医療従事

者が、インターネットを通して、い

つでも、どこでも学べるシステムで

す。一年間で医師、栄養士、薬剤師、

看護師など、1万名以上の方々にご

参加いただきました。

さらに、NSTが情報を共有しなが

ら栄養管理を行うことを支援するシ

ステム「AJINOMOTO CO. Nutrition

Planning System（ANPS）」を作成し、

2005年9月から無料で提供していま

す。2006年4月の診療報酬の改定に

対応していることもあり、既に全国

で300以上の医療機関で使われてい

ます。味の素ファルマ（株）では、こ

うした現場のニーズにあった支援を

行いながら、一人ひとりの健康と充

実した人生のサポートのための活動

を続けています。

総合的な栄養管理で患者様の生活の質の向上へ

TNCの実践のイメージ 

現・医薬品での治療 

新メディカルニュートリション製品群 
での“治療栄養” 

治療栄養 

病態別 
治療の 
効果向上 

予防栄養 

予防効果 

予防効果 

予後 

現医薬品市場 

＊新領域 

医薬品医療 

病態別治療 

「バーチャル臨床栄養カレッジ®」のホームページ

NP（ニュートリションプランナー）研修
※NP：施設の栄養管理をサポートする人

味の素グループの
TNCの概念図
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3

私たちはいつまで食料を確保する

ことができるのでしょうか―。世界

人口の増加、地球温暖化に伴う異常

気象のニュースが日々、伝えられる

今日、誰もが関心を持つべきテーマ

のひとつです。

味の素グループは、おいしさと健

康を永続的にお届けすることが、私

たちの役割であり責任であると考え

ています。食資源を安定的に確保す

るために、味の素グループが培って

きた技術や知識を活用し、自然のサ

イクルを最大限に生かした生態系に

負担をかけない循環型の農業や畜産

業、水産業の振興に向けてグループ

を挙げて支援していきます。

自然生態系に負担をかけない
農・畜産・水産業の振興支援

達成像 3

「キャッサバプロジェクト」開所式

キャッサバの生育状況の確認作業（インドネシア　ランプン州　プロジェクト地域）

持続可能な食資源確保のために
「食」にかかわる企業として、
安全で持続可能な食資源の確保への取り組みを進めています。

安全で持続可能な食資源の確保のため、農・畜産・水産業への支援を行うとともに、枯渇資源・エネルギーの使用や
廃棄物の発生を極小化する循環型ビジネスモデルの確立により、永続可能な地球環境の維持に貢献している。
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キャッサバは、東南アジアの主要

な農産物であり、味の素グループに

とっては、うま味調味料「味の素®」

の大切な原料のひとつです。私たち

はこのキャッサバの将来にわたる安

定的な栽培を支援するため、2005年

よりインドネシア・ランプン州で

｢キャッサバ高収量栽培技術（単位面

積あたり4～5倍）の普及プロジェク

ト｣をスタートしました（図参照）。

現地の農事試験場と連携のもと、

味の素グループから液体肥料などを

活用した施肥技術や、耕作機械のほ

か、指導を担当するチームの活動費

用などを支援しています。2006年夏

には待ちに待った収穫を迎えます。

今後は現地の人々が自立的、継続的

に活動を進められるような、例えば

「キャッサバ基金」などの仕組みづく

りを検討していきます。食資源の持

続性確保と、生産地域住民の生活向

上、さらに今世紀の重要な資源と考

えられるバイオマス（生物資源）の確

保も視野に入れ、一歩一歩、推進し

ていきたいと思います。

食資源の持続性、循環性を求めて
インドネシアで始動

育成中のキャッサバを掘り起こしたところ

掘り起こしたキャッサバを計量し、育成状況を確認

食資源の安定的確保や
循環型ビジネスモデルの確立に努力していきます。

スマトラ島 スマトラ島 

ジャワ島 ジャワ島 
ジャカルタ 

プロジェクトデータ 

インドネシア　ランプン州 
東ランプン県スカダナ郡内 
キャッサバ栽培地区 
キャッサバ栽培地区農民：450人 
耕地面積：360ha 
（東京ドームグラウンドの約275個分） 

DATA
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味の素グループは事業とかかわり

の深い農畜産業と連携して、バイオ

関連技術やビジネスモデルの開発を

通して、世の中にある今まで利用さ

れていないバイオマスも無駄なく使

われるような循環型の社会づくりに

貢献したいと考えています。

うま味調味料「味の素®｣の生産工程

で生じるアミノ酸発酵副生物を有機

質肥料などの副製品に加工し、農業

分野などに還元する「バイオサイク

ル」（図参照）は、味の素グループが30

年以上にわたり、地域社会や関連産

業と連携して構築してきた“資源循

環型”生産工程のモデルとも言える

もの。ブラジルでは、製糖工業との

協働により、うま味調味料「味の素®｣

の原材料であるサトウキビ栽培農家

へと有機質肥料を循環しています。

農畜産業と連携して、
バイオマス（生物資源）を有効に活用

50万ha

サトウキビ 

収穫 

粗糖 

“資源循環型” 
生産工程 

■ バイオサイクル 

太陽 

光合成によって 
大気中のCO2を 
吸収 
 

副生物の 
資源化 

製品 

うま味調味料｢味の素  ｣ 

サトウキビ畑 

製糖工場 

糖蜜 
（サトウキビのしぼり汁） 

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 

化学肥料製造時にともなう 
排出CO2の削減に貢献 

有機質肥料 160万t

50万t

420万t

3,800万t

150万t

2,800万t

化学肥料 

副生物 
160万t

R

うま味調味料 
｢味の素   ｣ R

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®｣約50万トンすべてを、サトウキビを原料としたと仮定して表し
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®｣生産に関する数値は
味の素グループの実績に基づきます。 

副生物を活用した液体肥料散布の様子

達成像 3
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また、畜産農家では新鮮な牧草が

入手できない季節のために、青刈り

した牧草をサイロに詰めて密封し、

乳酸発酵をさせて牧草の腐敗を防ぐ

貯蔵方法を広く利用しています。この

方法でできた餌（サイレージ）は、発

酵で生じた有機酸を含み、香りも良

く牛の食欲を増進させます。味の素

グループは、三重大学と共同でアミ

ノ酸発酵副生液からサイレージ改質

剤を開発し、事業化を推進。飼料の

消化率向上、腐敗防止、牛げっぷ

（メタン）発生低減が期待できます。

副生物以外でも、畜産業において

味の素グループは、アミノ酸を活用

した環境負荷の低減にも貢献してい

ます。飼料中に不足するアミノ酸を

リジンやスレオニンに代表される飼

料用アミノ酸で補充することによ

り、アミノ酸バランスを改善し、低

タンパク化や飼料の効率化を図って

います。これにより、家畜の成長や

生産性を落とすことなく、総窒素排

出量は25～50％、畜舎からのアン

モニア揮散量は最大50％削減する

ことが可能になります。

飼料用アミノ酸による畜産業への貢献
家畜の栄養バランス改善と環境負荷低減の実現

味の素グループが扱う原材料の数

は膨大です。そのうち、冷凍食品の

中で大きなウェイトを占めるエビ。

私たちは、限りある水産資源の保護

が重要であると認識しています。

味の素冷凍食品（株）は、貴重な

水産資源を持続的に確保するために

は何をすればいいかを2006年度の

最重要課題とし、プロジェクトを立

ち上げ、取り組みを開始。天然物か

ら養殖物へと原料の比重を移すこと

も検討しています。

グローバルに幅広く産地およびエ

ビの品種を求め、供給パートナーと

協業でトレーサビリティの確保を行っ

ています。また、より安全で安心で

きる、“見える管理”の推進などに

も取り組んでいます。

原料の持続可能性から商品設計を

考えるなど、マーケティングにこれ

までとは異なる発想を加えることを

含め、取り組んでいきます。

限りある水産資源の保護に向けて
天然物から養殖物へ比重を移すことも検討

改質剤を利用したサイレージを食べる牛

味の素冷凍食品（株）の指定養殖場で獲れたエビ

サイレージを貯蔵するサイロ
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力を十二分に発揮し、世界から必要

とされる人材、世界に貢献できる人

材であってほしい。味の素グループ

はその願いを実現するため、「味の

素グループ人事理念」（→P.24写真下

参照）を2003年に策定しました。そ

の中で味の素グループのDNAともい

える「独創性の重視」、「地球規模の発

想」、「共に働く喜び」の3つを人材バ

リューとして掲げ、すべての従業員

が味の素グループの「あしたのもと」

であることを改めて確認しました。

味の素グループのグローバル化の

歴史は、創業のわずか8年後、1917

年にニューヨーク事務所をつくった

時から始まりました。現在、味の素

グループは23の国と地域に拠点を持

ち、100を超える国々に商品を提供

しています。そこで働く人材は約

26,000人。日本国内よりも、アジア

を中心に海外で働く人の数が多いと

いう状況です（→グラフ参照）。

国籍・人種・性別・宗教・文化など

の違いを越えて、味の素グループで

働くすべての人が、個人の特性や能

国籍や人種、宗教、文化は違っても
個人の能力を発揮できるしくみづくり

ヨーロッパ アメリカ地域 

アジア 

日本 
37％ 

45％ 

8％ 10％ 

■ 味の素グループ地域別人員構成 

海外の非日本人 
役員比率  33％※ 

合　計 
26,049人 

達成像 4

開発会議の様子

味の素グループの人材育成、人員配置
社会全体のグローバリゼーションが急速に進む中、
世界各地で事業活動を展開する味の素グループは人材の育成、
人員配置もグローバルで考えていく必要があると認識しています。

国籍・人種・性別・宗教・文化等の違いを越えて個人の特性・能力を生かした人材の活用を図り、
世界から必要とされる優れた人材の育成を通じて、より良い社会づくりに貢献している。

※海外連結子会社の役員数に占める
非日本人役員の率
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味の素グループでは真のグローバ

ル企業となるにはグローバルに活躍

できる人材を育成し、活用していく

ことが大きな課題であると考え、

2006年1月、人事部の中に海外グ

ループを設立しました。各組織にど

ういった能力、属性を持った人材が

いるのか、現状の分析および課題の

抽出を経て、今後目指すべき道筋を

見定め、加速させることを狙いとし

ています。

その第一歩として、海外の基幹職

に準ずる従業員を日本に招き、働い

てもらう機会を設けようとしていま

す。現地で活躍している人材が、日

本で仕事をして成果をあげること

で、さらなる成長につながる。同時

に、受け入れ側の日本の職場でも、

グローバルな感覚を促進することに

つながっていくはずです。

日本発の企業である味の素グルー

プは、日本ならではの企業文化を

持ってこれまで発展してきました。

しかし、日本独自の、あるいは味の

素グループ独自の思想を、文化の違

う国に持っていくがゆえに起こって

くる問題もあります。そういう時で

も、「共に働く喜び」を大切にする味

の素グループの企業文化を生かしな

がら、グローバルに活躍できる人材

育成を展開していきたい。味の素グ

ループの企業文化に共感を持ちなが

ら、世界に貢献できる商品やサービ

スを提供できる人材を、国境を越え

て採用、育成、活用していきたい。

味の素グループはその想いを持っ

て、グローバルな人材の育成に取り

組んでいきます。

国が変わっても「人材バリュー」の精神に共感し、
同じ思いで手を携えられる人材を育成

人材は味の素グループの「あしたのもと」。
世界に貢献できる人材の育成、
人員配置をグローバルに行っていきます。

世界各国で働いている
味の素グループ従業員
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味の素グループは世界各国で事業

を展開しており、世界中の人々が、

私たちのステークホルダーと言って

も過言ではありません。どのような

活動を行うにしても、味の素グルー

プ単独でできることには限りがある

という認識のもと、味の素グループ

は、世界中の地域において、ステー

クホルダーとの対話と協働を進め、

確かなパートナーシップを築き、世

界に貢献できる企業となるよう活動

を進めています。

ステークホルダーとのパートナーシップの構築へ

味の素グループが国内外のNGOと

パートナーシップを構築して、健全で

活力ある社会づくりに貢献するために

行っている活動として、「味の素『食と

健康』国際協力ネットワーク：AIN※1」

プログラムがあります（→P.45）。こ

れは味の素（株）の創業90周年（1999

年）を機に取り組みを開始したもの

で、「食・栄養・保健分野における国

際協力」を支援する活動として、外

部有識者から成るアドバイザリー組

織とともに活動しています。

活動は大きく3つに分けられ、その

うちのひとつが食・栄養・保健分野

における現地実践活動の支援です。

AINプログラムでは、バングラデシュ、

ベトナムなどの世界7カ国で、16の

プロジェクトを支援。これらのプロ

ジェクトはいずれも、栄養改善や母

子の健康改善など、味の素グループ

の本業である食・栄養分野に関連し

た活動内容であるとともに、国連が

進める「ミレニアム開発目標※2」の達

成も視野に入れた活動です。

味の素グループは活動資金を供与

するのみで終わるのではなく、自ら

主体的に支援活動に参加する意思の

もと、すべての案件について現地視

察を行い、プロジェクトがAINプロ

グラムの目的に合致しているか、地

域特性への配慮がなされているか、

などを確認しています。2004年度か

らは、公募によるプロジェクト選考も

開始しました。

また、食・栄養・保健分野に関わ

る関係者の国際的な人と情報のネッ

トワークを構築する活動として、

「食・栄養・保健分野における国際協

力」フォーラムを開催したり、（財）味

の素奨学会の活動を通じて、食・栄

養・保健分野で学ぶ開発途上国から

の留学生への支援を行っています。

また、開発途上国では人が生きる上

で必要な栄養素（糖質、脂質、タン

パク質、ビタミン、ミネラルなど）

の欠乏に多くの人々が苦しんでいま

す。そのような人々の栄養状態の改

善に取り組んでいるNPO、NGOな

どの組織は多数ありますが、その中

のひとつであるGAIN（Global Alliance

for Improved Nutrition）※3と連携をと

りつつ、アミノ酸を生かした貢献の

可能性を模索しています。

※1 AIN：Ajinomoto International Cooperation
Network for Nutrition and Health

※2 国連ミレニアム開発目標：2000年の国連

ミレニアム・サミットにおいて、21世紀の国

際社会の方向性として採択された平和と安全、

開発と貧困、環境など8つの課題に関する開発

目標。

※3 GAIN：ビル＆メリンダ・ゲイツ財団の支

援を得て2002年に設立。ビタミンとミネラル

の欠乏症の根絶などを目指し、2007年までの

目標に、食品などの栄養強化を通じた10億人

の栄養状況の改善を掲げる（うち7億人がビタ

ミン・ミネラル欠乏症にさらされている）。

食・栄養・保健分野における国際協力
国内外の専門家やNGOと協働

達成像 5

果樹栽培研修［ベトナム］
（写真提供：日本国際ボランティアセンター）

地域との協働・対話・パートナーシップ
味の素グループはさまざまなステークホルダーとの
協働・対話・パートナーシップを大切にしています。

「Ajinomoto Group Principles」のもと、誠実な企業市民として、企業活動に関するさまざまな情報を全てのステークホルダーに
積極的に公開し、対話を通して公正・公平でオープンなパートナーシップを構築し、健全で活力ある社会づくりに貢献している。



味の素グループだけでできることには限りがあります。
世界中の地域において、ステークホルダーとの対話と
協働を進めていきます。
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味の素グループで製造・販売する製

品は、お使いいただくお客様のほか、

さまざまな方からのご意見をいただ

くことによって、より良い製品に改

善されていくものだと考えておりま

す。特に、治療および患者様の生活

の質を高めることが目的である医薬

の分野では、医療施設や患者会との

コミュニケーションが不可欠です。

例えば、成分栄養剤※1「エレンター

ル®」は、食事制限が必要なクローン

病※2の栄養治療に使われています。

クローン病の患者様は若い方が多

く、学校や職場などで食事代わりに

栄養剤を服用する必要があります。

従来の大容量ボトルや一旦別の容器

に移し替えて溶かす必要がある袋入

りでは、見た目や使い勝手に抵抗を

感じる方も多くいらっしゃいまし

た。そこで、一般の飲料と似たよう

なペットボトルタイプを発売し、飲

みやすくするために味の改良も行い

ました。改良にあたっては、患者会

や医療施設の関係者からの意見を参

考にさせていただきました。

味の素グループでは製品開発だけ

でなく、クローン病患者様およびご

家族・周囲の方々の生活向上や病気

の理解を支援するために、市民公開

講座や料理講習会の開催、病気を解

説した資料（例：病気そのものや就学

上の問題点を学校関係者向けにわか

りやすく解説したものなど）の作成・

提供を行っています。

※1 成分栄養剤：低残渣・易吸収性の経腸的高
カロリー栄養剤です。消化を必要としないた
め、腸管の負担を軽減して栄養状態を改善・維
持できます。

※2 クローン病：炎症性腸疾患のひとつであり、
その発症原因が未だに解明できない難治性疾患
で、口から肛門までのすべての消化管に非連続
的に炎症や潰瘍などを発症する病気です。10代
後半から30代までの比較的若い時期に発症し、
慢性疾病の経過をとり、薬物療法、手術療法お
よび栄養療法が一般的に実施されています。

患者様とのコミュニケーションを通じて
よりよい製品の開発

炎症性腸疾患市民公開講座「クローン病とつきあう」
（神奈川）

養蜂技術を習得した女性
［バングラデシュ］
（写真提供：ハンガー・
フリー・ワールド）

栄養教育を受ける子どもたち
［インドネシア］
（写真提供：Department of Nutrition,
Polytechnic of Health, Denpasar）
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味の素グループの本業である“食”と“健康”を通じて、

どういったCSR活動が展開できるのか。日本、そして世

界の食文化にいかに貢献し、伝えていくかが大きなテー

マである、というご指摘を受けました。

■ 主力商品であるうま味調味料「味の素®」や「ほんだし®」

は、日本のだし文化を象徴するものであり、便利であ

る反面、本来のだしの取り方を知らない人を育ててし

まうというネガティブな点がある。また、レトルト食

品などのような出来合いの食品や調味料に頼りすぎる

ようになると、「おふくろの味」が実は「企業の味」に

なってしまうという風潮も危惧する。日本人の食文化

をどうリードしようとしているのかというビジョンも

CSRの課題として掲げるべきでは。（河口氏）

■ 新しい食文化の創造と、受け継いできた食文化への尊

敬。日本人のうま味はどこから感知されてきたのかと

いった観点がCSRのテーマに入ってもいい。（川北氏）

■食育の問題をひとつの企業が手がけるのは限界がある。

行政、NPO、NGOなどと連携を取る枠組みを考えて

いかなければいけない。その音頭とりをすることに期

待。（小林氏）

■「いただきます」という言葉には命をいただきますとい

う深い意味がある。この命はどこから来るのかを考え

ると地球全体につながってくる。「いただきます」とい

う言葉を大切に広められる食品会社になっていただき

たい。（河口氏）

味の素グループでは、最先端のアミノ酸技術を生かし、

医薬品や医療用食品を提供しています。アミノ酸のリー

ディングカンパニーである味の素グループへさまざまな

提案をいただきました。

■ DNA上の疾患によって味の素グループの製品がない

と生きていけない人たちがいらっしゃる。その方々に

対する供給体制は、今、個々のNPOに依存するか、病

院がストックをもつという状況だ。そういった患者さ

んとの対話を始めていただきたい。（川北氏）

■BCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）を

考えるとき、御社の医薬製品があるか、ないかで命に

関わる方に対する供給体制を優先事項にして組み込ま

なくてはいけない。（小林氏）

地球温暖化に伴う影響や、遺伝子組換えなど、原材料

を取り巻く状況から、容器包装、また食品そのものの廃

棄まで、幅広いご指摘とご意見をいただきました。

■ 昆布やカツオなど主力製品の原料となるものに関し

て、保全に対するリターンはどれくらいなのかという

試算を持ってもいいと思う。世界の海産資源のトータ

ルバランスを、生物多様性という観点とともに考える

ことが大切。（川北氏）

■「CSRレポート2005」で、遺伝子組換えのことを書い

てあるが、ひとつの視点でしか触れていない。自然保

護の視点から見た、本来の生物多様性を脅かす遺伝子

組換え植物と、生命そのものを伝達する遺伝子をいじ

ることに対してどう考えるのかという2点を考えてほ

しい。（リンダル氏）

■ 環境への影響が大きい容器包装に対する考え方があま

り見えない。必ずゴミになるものに対してどういう努

力をしているのか、また消費者に何を期待しているの

かを、もう少し言ってほしい。同時に、廃棄しやすい

包装、ゴミを減量するための包装に取り組んでいただ

きたい。（小林氏）

■ 食品が安く便利になりすぎたことによって食品を粗末

にして捨ててしまうというマイナスの面がでてくる。これ

「味の素グループのCSR活動にご意見をいただく会」
味の素グループはさまざまなステークホルダーとの対話を大切にし、外部の意見を
積極的に取り入れていくことを、CSR活動を推進するための柱のひとつとして掲げています。

食文化にいかに貢献し、伝えるか

原材料の調達から廃棄まで

患者の命を支えるアミノ酸技術

達成像 5 ステークホルダー・ダイアログ

開催したステークホルダー・ダイアログ

■2005年12月 「食品の安心とは」（→P.15）
■2006年 1月 「味の素グループのCSR活動にご意見をいただく会」
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は持続可能性ということを考えると大きな問題。一企

業で解決するのは非常に難しい問題だが、そういった方

向まで視野を広げることに期待。（河口氏）

世界各地に拠点を持つ味の素グループは、全従業員の

44％がアジア人、日本人が40％という構成になっています。グ

ローバル企業としてのCSRについてご意見をいただきました。

■従業員の44％はアジア人であることに驚いた。地域ご

とに、エイズ、貧困、環境など、さまざまな問題があ

るはず。どこにどういう問題があり、それをどう解決

していけるのか。どうしても日本の視点になってしま

いがちだが、グローバル企業として世界各地域の問題

について今後も考え、レポートしていくことに期待。

（伊藤氏）

■ グローバルを考えるとき、感染症と温暖化の問題はき

ちんと考えてほしい。特に食品に関わる仕事をしてい

る以上、感染症にどう関わりをもつかは必須の課題。

東京では感じないかもしれないので、各地域から見た

CSRの課題を列挙して、5年後、10年後のシナリオを

組み立てていってはどうか。（川北氏）

■ 商品の価値として、「安い」「おいしい」「安全」の他に

2005年4月にCSR部を設立した後、

味の素グループの目指すべき姿を

CSRビジョンとして掲げましたが、

いかに従業員へその意義を伝え、企

業活動にCSR視点を織り込んでいく

のか、未だ手探りの状況です。今回

のダイアログを、もっと早く開催す

れば良かったというのが正直な感想です。現在、CSR活

動のPDCAのうち、Pを策定している段階ですが、ご出

席いただきました方々のご意見を参考に、各職場ととも

に具体的なアクションプランをつくり、着実に実践につ

なげていきます。今後も、食の安全・安心、人権、環境、

社会貢献など個別の重要課題をテーマに定期的・継続的

にダイアログを行っていく予定です。

「それを買うことによって、社会に貢献する」というものも

ある。例えばコーヒーなどフェアトレード※商品を買うこ

とによってどこか遠い国の労働者のためになる。そのよ

うな取り組みを御社でも行ってほしい。（リンダル氏）

「対話」は味の素グループがCSRの柱のひとつと位置づ

ける重要なポイント。対話の大切さと、対話を通じた連

携のあり方について、貴重なご指摘をいただきました。

■「人づくり」というとき、従業員も含めて対話が大切。

60％を占める海外にいる人たちとどう対話をしていく

かは非常に難しいことだが、2020年までの宿題として

取り組んでほしい。（伊藤氏）

■ 日本の中でも周囲にいる人たちの要望は地域によって

随分違うはず。ましてや海外に行くとまったく違う。

きめ細かい地域とのダイアログも大事に。（小林氏）

■ 大きなテーマに関しては、NPOなど外部の専門研究

機関などと中期的なアライアンスを組んでもいいので

は。新しいアライアンスをつくることで、味の素グ

ループらしい貢献をしていってほしい。（川北氏）

グローバル企業として期待されること

～ダイアログに参加して～ 今後も定期的・継続的に開催していきます

対話、連携を通じて社会へ貢献

河口 真理子氏
株式会社大和総研　
経営戦略研究所
主任研究員

川北 秀人氏
IIHOE
［人と組織と地球のための
国際研究所］代表

小林 高博氏
キリンビール株式会社　
CSR・コミュニケーション本部
CSR推進グループ担当部長

レーナ・リンダル氏
持続可能なスウェーデン協会
日本代表

伊藤　利彦氏
株式会社セブン＆
アイ・ホールディングス　
広報センターCSRオフィサー

※所属および役職は、ダイアログ開催当時のものです。

※フェアトレード：ただ資金的援助をするのではなく、適正な価格
で継続的に安定した取引を行うことで、生産者の経済的な自立
を促し、持続的な生活向上を支えることを目指す公正な貿易。

後藤　隆穂
CSR推進本部
CSR部長
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味の素（株）は、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営における重要課題と位置付け、

グループ全般にわたる企業価値の向上を目指しています。

また、「味の素グループ行動規範」などを通じて各種法令の遵守を徹底するよう努めています。

味の素（株）は、競争力強化、企業の社会性の観

点から、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を、経

営における重要課題と位置付けています。日本型経

営の良い側面を残した実効性のある執行とその監督

の体制を作り上げるとともに、カンパニー制のもとで

事業競争力の強化に取り組み、グループ経営全般に

わたる企業価値の向上を目指します。

【取締役会・経営会議】

取締役会は、取締役会長が議長を務め、経営の

最高意思決定機関として、法令および定款に定める

事項ならびにその他重要な事項を決議し、また取締

役および執行役員の業務を監督しています。経営会

議は、取締役たる役付執行役員で構成され、最高経

営責任者が議長となり、会社の経営に関する基本方

針について協議し、会社の業務執行に関する重要事

項を決定しています。

【監査体制】

監査役を設置し、社外監査役3名を含め、5名の監

査役により監査役監査を実施しています。また監査

部は、内部監査規程および監査計画に従い、業務運

営組織に対して業務監査を、関係会社に対して経営

監査・業務監査を実施しています。

【指名・報酬】

役員の指名および報酬については、透明性と客観

性を高めるために、取締役会の諮問機関として社外

取締役を含めた取締役数名で構成される役員等指

名諮問委員会と役員等報酬諮問委員会を設けて審

議しています。

コーポレート・ガバナンス
リスクマネジメント

味の素グループでは2002年、副社長を委員長と

したリスクマネジメント委員会を設置し、JIS Q（日本

工業規格の管理システム）に則ったリスクマネジメン

トを徹底しています。危機が発生した後の対応ばか

りでなく、未然にリスクを発見することも目的として

います。

その一環として、地震発生時に社会および業績へ

の影響を極小化するためのBCP（事業継続計画）を

策定しています。特に医薬用商品など、社会的責任

が大きいものや、事業への影響度合いが高いものを

優先して検討し、これらに対処するために投資などを

計画的に進めています。

体 制 図 

  ＊ 取締役兼任者 
※1 味の素冷凍食品（株）、味の素ベーカリー(株） 
※2 味の素ゼネラルフーヅ（株）、カルピス（株）、カルピス味の素ダノン（株）、（株）J-オイルミルズ 

内 部 統 制  
・  

リスク管理  

経営･監督  
取締役会  

最高意思決定機関
業務執行の監督 

執行役員  

業務の執行 

業 務 執 行  
経営会議  

経営に関する 
基本方針の決定 

重要な事項の決定 

関係会社 

提携事業 

関係会社 

分　社 

関係会社 

カンパニー 
執行役員 

関係会社 

コーポレート 
執行役員 

※2 ※1

経 営 会 議  

常務執行役員 ＊ 
専務執行役員 ＊ 
副社長執行役員 ＊ 

最高経営責任者（＝取締役社長） 

監査部 企業行動 
委員会 

投融資 
・事業審査 
委員会 

リスク 
マネジメント 
委員会 

取 締 役 会  

社外取締役 

社内取締役 

取締役会長 
役員等指名 
諮問委員会 

役員等報酬 
諮問委員会 

監査役会 
社内監査役 
社外監査役 

監査役室 

株　主　総　会 

マネジメント

マネジメント体制
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1997年に味の素（株）単体の規範を、さらに2000

年にはグループ全体を対象とした「味の素グループ行

動規範」として制定しました。教育・研修の充実やマ

ニュアルの配布などを通じて味の素グループ行動規

範や各種法令の遵守を徹底するとともに、定期的な

モニタリングも実施し遵守状況の確認や問題点の洗

い出しを行っています。

新たに施行された個人情報保護法や公益通報者

保護法などの法令への対応や、洗い出された問題点

への対処について、全社的課題は企業行動委員会

が、個別的課題は社内規程に基づき総務・リスク管

理部や法務部などの各業務運営組織が、分担して行

います。

企業行動委員会

行動規範の周知徹底と、行動規範に則った企業

活動が行われているかどうかをチェックする組織とし

て、1997年5月に味の素（株）企業行動委員会を設立

しました。現在では主要なグループ各社にも企業行

動委員会を設置し、遵法性はもちろん、良き企業市

民としての倫理性の観点からの取り組みをグループ

全体で行っています。

コンプライアンス体制
独占禁止法研修

2005年の独占禁止法改正に伴い、味の素グルー

プでは独禁法遵守ガイドラインを改訂し、国内事業

所に勤務する全従業員を対象に研修を実施しまし

た。海外では、米国、欧州それぞれの地域に合わせ

て制定した独禁法遵守マニュアルを改訂し、欧州の

子会社を中心に研修を実施しました。同時に、グル

ープ全体を対象に独禁法遵守状況の調査を行い、

従業員へ独禁法その他の法令遵守を徹底していま

す。海外では、全グループ会社を対象とした独禁法

関係研修も推進中です。

研究開発における取り組み

味の素（株）では、日々の研究開発活動において、

関連する法令を遵守するよう、さまざまな基準・規程

の整備や、研究者に対する教育に努めています。実

験の計画段階から各実験の法律上の位置づけを社

内で審査し、確実な法令対応を行っています。

例えばバイオテクノロジーの分野では、「生物の多

様性に関する条約のバイオセーフティに関するカル

タヘナ議定書」
＊
に則って、実験を行っています。新

たな実験を行う際には、社内に設置された「バイオ

セ－フティ－実験安全管理委員会」において法令遵

守、ならびに研究者の健康のための安全上の措置、

および環境上の対策その他について十分審査を行

っています。遺伝子組換え実験の実施に当たっては、

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の

多様性の確保に関する法律」および関連する法令を

遵守しています。

＊カルタヘナ議定書は、「現代のバイオテクノロジーは、環境および人の
健康のための安全上の措置が、十分とられた上で開発・利用されるの
であれば、人類の福祉にとって多大な可能性を有する」としている。

※リスクマネジメント
委員会事務局と 
兼務 

委員会説明図 

味の素（株）経営会議 

企業行動委員会 ホットライン 

味の素グループ会社 
（窓口：企業行動委員会事務局） 

味の素（株）各事業所 
（窓口：総務人事担当部門） 

1997年5月設置 

※ ホットライン：グループの全構成員を対象とした、不正通報および相談受付ツール。 
　 利用者はプライバシーを保護され、不利益な取り扱いを受けることはありません。 

事務局 
（総務・リスク管理部） 

1. 企業倫理・規範の周知徹底 

2. 規範関連テーマへの対応 

3. 教育・啓発 

4. 規範および関連ツールの管理 

ミッション 

委員長：副社長 
委　員：17名（労組代表1名含む）

監査役、専任取締役 各1名
オブザーバー参加 

開　催：3カ月に一度 

構　成 

（報告・指示） 

※ 
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味の素グループは「味の素グループ経営基本方針

（→P.8）」のなかで、“安全で高品質な商品・サービス

の提供”を明記しています。この姿勢のもと、「味の素

グループ品質方針」を制定、全商品・サービスを対象

にした独自の品質保証システム「アスカ（ASQUA）：

Ajinomoto System of Quality Assurance」で、原料

調達から販売まで厳格な品質保証を実施しています。

「アスカ」を活用することで、自主的な品質保証活動

を推進するとともに、お客様からのご指摘・ご要望な

どをすみやかに事業活動や商品、サービスの改善に

生かしています。

味の素グループの品質保証体制 味の素グループ品質方針

品質監査

味の素グループは、年間品質監査計画に沿って、グ

ループの品質保証にかかわる全組織を対象に品質

監査を実施しています。監査結果は半期ごとに「品質

保証会議」、「経営会議」で報告し、翌年の計画に反

映させます。

2005年度は重点組織を対象に、①経営者の品質

マネジメントシステムへの関与、②原材料の品質管理、

③製造委託品の品質管理など、これまでに課題と認

識された6つの重点項目を中心に監査を実施しまし

た。その結果、ほとんどの組織でISO9001:2000の

認証取得を完了し、品質マネジメントシステムが良好

に維持されていることを確認しました。

今後も重点項目を中心に重点組織に対する監査

を継続し、また、ISO9001:2000の認証を取得した組

織には、味の素グループとしての規則・基準を組み込

理念

私たちは、安全で高品質な商品・サービスを通して、世
界のお客様のよりよい生活に貢献します。

方針

1.私たちは、お客様の要望に真摯に耳を傾け、お客様
に満足いただける商品・サービスをお届けします。

2.私たちは、適切な情報を積極的に提供し、お客様の
信頼にお応えします。

3.私たちは、安全性については妥協すること無く可能
な限りの調査・研究を尽くし、関連する法律を遵守し、
常に一定品質の商品・サービスをお届けします。

4.私たちは、国際基準であるISOの考え方を基本にし
た味の素（株）品質保証システム【アスカ】で品質を保
証します。

5.私たちは、経営のリーダーシップのもと、研究･開発か
ら生産・物流・販売・サービスに至るまでの社員一人
一人が、安全で高品質な商品・サービスの提供に最
善を尽くします。

安全・品質向上への取り組み
味の素グループにとって、

商品の安全と品質に万全を期するのは当然の取り組みです。

お客様に安心していただけるよう、安全・品質向上の取り組みに努めてまいります。

お客様 品質保証体制図 

ご指摘・ご要望など 

味の素（株） 

品質保証部 

品質監査 

品質監査 

品質保証会議 

全社の品質保証規定 

カンパニー・関係会社 

その他 支社 事業部 研究所 工場 

各カンパニー（商品群）の規定 

議長 品質保証担当役員 

メンバー コーポレート・コミュニケーション部役付執行役員、 
 生産戦略部担当役付執行役員、関係会社統括部 
 担当役付執行役員、カンパニープレジデント、議長が 
 指名するその他のコーポレート役付執行役員 

メンバー以外の参加者　議長が認めた者 

事務局 品質保証部 

開催頻度 原則2回／年。必要な場合には臨時に召集 

▲
 

社会性報告
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んだ「アスカ」の構築を要請していきます。また、品質

マネジメントシステムの継続的改善につながるフォロ

ーアップとグループ各社の内部監査員の力量向上に

向けた支援にも力を入れていきます。

2005年度品質保証部による品質監査の実施状況

トレーサビリティシステム構築で

商品の履歴情報を把握

味の素グループは、商品の履歴情報を速やかに調

査できるトレーサビリティシステムを構築しており、原

料に関する情報（原産地、アレルギー物質、GMOな

ど）のデータベース化を進める一方、正確な原料情

報入手に不可欠な、適切なサプライヤー管理にも力

を入れています。今後は直接購入先だけではなく、さ

らに上流にまで対象を拡大していきたいと思います。

BSE問題について味の素グループでは、厚生労働

省が定めた使用禁止原料を使用していないことを確

認しています。残留農薬の問題については、上海味

の素食品研究開発センター（有）で、各現地法人の検

査とは別に独自の自主的な検査体制を整備し、管理

体制の強化に取り組んでいます。

商品回収の仕組み

味の素グループは、商品の安全性に関して、万一

の場合を想定した商品回収の仕組みを構築していま

す。緊急情報を入手した場合、味の素グループの品

質緊急対応判断基準に照らして情報を評価、「品質

緊急対応会議」を開き、対応方法などを討議・決定・

実施します。

■商品の回収、出荷停止

●2005年10月、味の素冷凍食品（株）が製造した「エ

ビシューマイ（15個入り）」にプラスチック片が混入し

たことが、お客様からのクレームにより判明し、新聞な

どで告知のうえ、自主回収を実施しました。回収対象

は、異物が混入した可能性のある全てのロットの

25,400パックでした。タマネギ洗浄水槽内の部品が

脱落破損し、製品に混入したと推定され、再発防止の

ため、他の製造所を含めた総点検を行うとともに、異

物管理体制の強化と従業員教育を実施いたしました。

●2005年8月、クノール食品（株）の「クノール®カップス

ープ」オニオンコンソメが、JAS法で定められているコ

ンソメの定義に適合していないことが判明し、農林水

産省に届け出を行うと同時に、出荷停止と是正処置

を行いました。本製品の一部原料を変更した際に、

定義を満たすかどうかのチェックが不十分であったこ

とが原因でした。今後このようなミスが発生しないよう、

品質アセスメントおよび従業員教育を強化しました。

品質緊急対応会議 
  ・原因の特定 
  ・重大さの判定 
  ・影響する製品の範囲の 
  　明確化（遡及と追求） 
 
　　   回収の判断 

商品回収の仕組み図 

再発防止 

品質緊急情報 

商品回収 
  ・お客様への告知 
  ・行政への報告 
  ・マスコミへの伝達 

緊急対応会議編成 

回収判断の基準 

商品所管事業部長、品質保証
部長、コーポレート・コミュニケー
ション部長、総務・リスク管理部
長、カンパニー品質保証責任者 

お客様の健康への影響、 
法令への適合、企業姿勢 

▲
 

生産・加工 

流   通 
原料供給 

生産・加工 

流   通 

直
接
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味
の
素
グ
ル
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消費者 

原料遡及性 
トレーサビリティ 

工程遡及性 
トレーサビリティ 

製品追求性 
トレーサビリティ 

原料遡及性 
トレーサビリティ 

工程遡及性 
トレーサビリティ 

製品追求性 
トレーサビリティ 

原料供給 

トレーサビリティフロー図 

▲
 

計画数 実施数

味の素（株） 20 18

分社 2 3

国内連結子会社 13 11

海外連結子会社 13 13

合計 48 45
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味の素グループは、食品衛生法やJAS法・健康増進

法・景品表示法・資源有効利用促進法などの法律を遵

守し、一括表示（品名・原材料名・内容量・賞味期限・

保存方法・製造者または販売者）、栄養成分表示、容

器包装の識別表示および材質表示など、商品パッケー

ジに適切な表示を行っています。表示が義務付けられ

たアレルギー5品目の表示に加え、家庭用商品を対象

に、表示が推奨されている20品目すべての表示をしてい

ます。お客様の商品購入時や使用時に、より必要な情

報をわかりやすくお伝えできるよう、パッケージを通じた

お客様とのコミュニケーションを大切にしていきます。

必要な情報をわかりやすく

パッケージを通じお客様とコミュニケーション
ユニバーサルデザインへの取り組み

お客様に伝えたいこと
味の素グループにとって商品パッケージは、お客様に伝えたいメッセージを

盛り込むことができる最大のコミュニケーション手段です。

お客様に信頼される企業として、お客様の求める情報をわかりやすく、パッケージに込めていきます。

※ ユニバーサルデザイン：「すべての人のためのデザイン」を意味
し、年齢や体格・身体的能力の違いにかかわらず、できるだけ
多くの人が利用しやすいようにデザインをすること。

ユニバーサルデザイン（UD）※への取り組みは、お客様の使

い勝手や環境に配慮した設計にするなど、あらためて物作りの

原点を見つめ直す良いきっかけになると考えています。2005年、

UDの大切さを商品開発

担当者だけでなく、全従

業員にも意識してほしい

という想いから、ガイドブッ

クを改訂。いつでもアク

セスできるイントラネットに

UDの取り組み視点を明

確にし、最新情報が共有

化できるよう公開しまし

た。今後の商品開発に積

極的に活用していきます。

パッケージの表示改善例：「味の素KK コンソメ」固形21個入箱

2006年8月、「味の素KKコンソメ」固形21個入箱などのパッ
ケージを見直しました。「お客様との関係を深める活動」（→
P.16）の一環として、重要な情報をできるだけ分かりやすくパッ
ケージに記載しました（図1、2、3）。
今後も順次、他の商品でも表示の見直しを行っていきます。

表面

裏面

図1

アレルギー物質25品目が一目で分かるように、表にして記載

図2

商品を使ったレシピの紹介など、ホームページで検索できること
を表面の目につく位置に記載

図3

お客様との積極的な情報交換ができるよう、お問い合わせ先
を大きく分かりやすく記載

社会性報告
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環境負荷削減に向けて、

容器包装の環境対応面を評価

容器包装は商品の品質保持を大前提に、「商品の

顔」としてお客様の購買を促したり、使い勝手の良さ

など、さまざまな役割を果たしています。その役割の

ひとつである環境への配慮として味の素グループで

は、1991年に環境に配慮した容器包装の設計指針

である「容器包装エコインデックス」を策定し、商品の

開発や改訂時には容器包装の環境対応面の評価を

行っています。時代に対応したエコインデックスの改

訂を行っており、現在は二酸化炭素発生量を計算し、

地球温暖化防止にも取り組んでいます。

容器包装エコインデックス（家庭用 Ver.7）

■ 医療・介護用食品の容器

経口補水飲料「アクアソリタ」に、紙製の缶（カート

カン）を採用しました。森林の間伐材が主原料なので

森林育成にも貢献しています。使用後は、再生紙とし

てリサイクルが可能です。そして、燃やしたとしても原料

の植物自体が生育過程でCO2を吸収す

るため、温暖化ガス削減を目指す京都

議定書ではCO2の排出がないとみなされ

ています。また、金属缶や瓶入り飲料と

比較して容器重量が軽くなり、トラック輸

送時のCO2発生量も削減できます。

廃棄物削減の視点から
展示会で、お客様のご意見を反映した

パッケージサンプルを製作

2005年10月、「暮らしの包装商品展」で容器包装の

「環境」「ユニバーサルデザイン」「包装付加価値」につい

て紹介しました。また、お客様が考える環境に配慮した

パッケージのご意見を事前に募り、それを反映させたパッ

ケージを実際に製作し、展示しま

した。環境に配慮したパッケージ

のあり方をお客様からも学び、今

後も検討し続けていきます。

「容器包装ダイエット宣言」に参画

味の素（株）は、「容器包装ダイエット宣言」に参加

しています。これは容器包装リサイクル法の見直しに

より、いっそう求められる「企業」「消費者」「行政」の

連携強化を目的に、八都県市※が企画・推進していま

す。行政が容器包装減量化に取り組む企業の活動

情報を提供することで、消費者の理解と応援を促し、

ゴミ減量化を推進しようとするものです。味の素（株）

は「容器包装エコインデックス」に基づいて行ってい

る、環境に配慮した容器包装の取り

組み事例を紹介しています。

「容器包装ダイエット宣言」http://www.diet-youki.jp

植物系プラスチックの積極的な活用

味の素（株）は、アミノ酸製造技術を応用して製造さ

れるコハク酸を原料にした、植物系プラスチックの開

発・製造・販売を、三菱化学（株）と提携して推進中です。

商品のパッケージでは、当社の一部のギフト商品のトレ

ーに活用しています（A、B）。石油系プラスチックの代替

としてほかの用途

にも使用できるよ

う、普及活動に取

り組んでいます。

※ 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市

廃棄包材重量

重量削減比率

多重包装度合

詰め替え商品の有無

二酸化炭素発生量の削減

植物由来材料の使用

再生素材の使用率

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

環境対応表示の有無

包材重量の削減

素材選定

リサイクルの容易性

表示

環境視点

ユニバーサルデザイン視点

省資源

温暖化防止

リサイクルの推進

訴求

目的 評価項目

地
球
環
境
負
荷
の
低
減

循
環
型
社
会
実
現
へ
の
貢
献

特別加点項目

A

「あったらいいな！こんなエコ・パッケージ」展示風景

A：コハク酸を原料にした植物系プラスチックトレー
B：ギフト商品の上蓋に、バイオマスマーク（植物系プラスチックマーク）を記載　
C：ポリ乳酸を原料にした植物系プラスチックフィルムを使用

B C
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味の素グループはグループ全体で共有する経営基本

方針（→P.8）のなかで、事業姿勢としてつねに“お客様

第一”を心がけることを謳っています。従業員一人ひと

りが「お客様満足意識」をもった企業を目指しています。

コンシューマー・コミュニケーション・センターで

お客様の声を受信、分析、発信

味の素（株）コンシューマー・コミュニケーション・セ

ンター（C.C.C.）では、お客様からいただく情報を収

集・分析し、経営層や各事業部門へのフィードバック、

生活者や社会への情報発信を行います。そして、各

事業部門が商品やサービスへ的確に反映できるよう

に橋渡し役となっています。また、「JIS Q 10002：

2005（品質マネジメント-顧客満足-組織における苦情

対応の指針）」にのっとり、「お客様満足推進方針」と

「お客様満足行動指針」を定めました。今後、より一

層、お客様満足に努めていきます。

「お客様満足意識」をもった企業を目指して
お客様満足推進方針

お客様満足行動指針

お客様相談センターの活動

■お客様の声を反映させる仕組み

味の素（株）お客様相談センターでは、お客様のお

問い合わせやご指摘・ご要望に「正確・迅速・親切」

にお応えするよう努めています。そして、お客様の声

を商品やサービスの改善・開発に確実に反映する仕

組み（→P.36）を整えています。

またグループ全体の活動として、2005年9月、第2

回CS大会を開催し、生産・販売にかかわる主な部署、

関係会社の開発責任者・品質保証管理者約90名が

参加し、お客様の声に基づく具体的な事例の発表と

討議を行い、味の素グループのCS（Customer Satis-

faction：お客様満足）の拡がりを確認しました。

今後は、お客様の思いをいかに正確に聴き取り、

得られた情報を、具体的な解決策や企業活動に結び

つけていくかに力を注いでいきます。

お客様とのコミュニケーション
味の素グループは、お客様の声に素直に耳を傾け、商品に生かすことで、

世界中のお客様の生活の質の向上に貢献します。お客様によりご満足いただける商品・サービスを

お届けできるよう、お客様との双方向コミュニケーションをさらに進めます。

コンシューマー・コミュニケーション・センター（C.C.C.）の 
3つの機能 

C.C.C. 生活者情報担当 

“食”関連生活者意識の調査・分析・発信 

▲
 

お客様相談センター 

お客様と当社を直接結ぶ重要な情報パイプ 

お客様相談センター 

料理情報担当 

当社独自の料理情報の管理運営・提供 

レシピ大百科®

0120-688181

1.私たちは、お客様に、安全で安心してお使いいただける

商品・サービスを提供します。

2.私たちは、お客様からのご指摘、ご要望、お問い合わせ

に、正確・迅速・親切にお応えします。

3.私たちは、お客様からいただいた貴重な声を、より価値

ある商品・サービスに反映するように努めます。

4.私たちは、お客様に、適切な情報を積極的に提供します。

5.私たちは、お客様の権利を保護するため、関連する法規

および社内の自主基準を遵守します。

私たちは、お客様の声に素直に耳を傾け、お客様の目線

で考え、知恵を結集し、お客様にご満足いただける商品・

サービスを提供します。そして、お客様に信頼される誠実

な企業をめざします。

社会性報告
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2005年度は、同センターに約4万件のお問い合わ

せがありました。

また、ベトナム、インドネシア、中国、ペルーなどの

海外事業所でも、安全性や宗教上の問題などについ

て多くのお客様の声をいただきました。

■お客様相談センター1日実習でお客様応対を体験

味の素（株）では、従業員の「お客様相談センター1

日実習」を実施しており、2005年度は112名が受講し

ました。2006年度は145名の受講を予定しています。

同センターでお客様と直接応対する機会を持つこと

で、お客様の信頼に応えることの大切さを従業員に

再認識させています。

「くすり相談室」で適正使用を促進

味の素（株）医薬カンパニーでは、医療関係者や患

者様のさまざまな問い合わせにお答えする、「くすり相

談室」を設置しています。味の素ファルマ（株）が販売

するすべての製品に関する、月平均約850件におよぶ

お問い合わせに対応しています。医薬関連のお問い

合わせ内容は多岐にわたっており、その場でお答えで

きないこともありますが、お客様の信頼を得られるよ

う、適正使用の観点から、的確な情報の迅速な提供

に努めています。 7 0120-917719

■増加するお客様の声

「くすり相談室」に寄せられるお問い合わせは、医

療関係者からはドラッグインフォメーション（DI）関連、

薬剤師からは医師の処方の妥当性についての相談

が増加しています。

患者様からのお問い合わせも年々増加しており、医

療関係者による服薬指導や治療方法に関する疑問点

の解決を期待する内容が目立ってきたのが特徴です。

味の素KK健康基盤食品のコミュニケーション

味の素KK健康基盤食品「グリナ®」（通信販売のみ）

は、アミノ酸“グリシン”が主成分の、さわやかな朝を

サポートする食品です。2005年8月の発売以来、

2006年4月までに6万名近いお客様にご購入いただ

いています。

月約2,000件あるお問い合わせでは、「パッケージ

が開けにくい」など、さまざまなご指摘をいただき、商

品の改善に役立てています。商品を届けるだけでな

く、双方向コミュニケーションでお客様へ満足をお届

けしていきたいと思います。 7 0120-324324

お客様の声を事業に反映させる仕組み 

お客様 

お客様相談センター 

事業部門 

お問い合わせ・ご指摘 

お客様の声読み込み 

緊急の場合 
担当者 

R&Dセンター・工場 

市場調査 

アセスメント 

商品開発 販売 

お客様の声読み込み 
会議（毎月） 

Consumer's 
Voice

お客様の声活用会議 
（四半期ごと） 

商
品
改
善
・
商
品
開
発
に
よ
る
お
客
様
満
足
の
向
上 

▲
 

対象範囲： 味の素（株）家庭用商品（2005年度から、冷凍食品部門､油脂部門の相談窓口 
 独立のため、全体の受信件数から除いています） 

全 体 

「お客様の声」の概要 

お問い合わせ内訳 

賞味期限 
20％ 

お問い合わせ 
85％ 

取扱店 
11％ 

その他 
31％ 

使用方法 
9％ 

品種・価格 
9％ 原料・製法 

8％ 

安全性 
5％ 

栄養成分 
4％ 

販売施策 
3％ 

ご要望 
7％ 

ご指摘  6％ ご提案  1％ 
ご感想  1％ 
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取引先様とのコミュニケーション
味の素グループは新たに「味の素グループ購買基本方針」を定め、取引先様との信頼関係の構築に

努めます。取引先様の理解と協力のもとに、商品の安全、安心を確保し、自然環境に配慮するなど、

企業活動のすべての領域で共に社会的な責任を果たしていきます。

味の素グループは、取引先様と良好な関係を構築

することで、商品のサプライチェーンを維持しています。

味の素グループの取引先様は、大別すると購買取引

に関する各種のサプライヤー様、営業活動に関する

販売先様になります。

購買基本方針の制定

味の素グループは購買取引について、「味の素グル

ープ行動規範（→P.8）」の中で“公正、自由な購買取

引”として記述される指針を遵守してきましたが、2006

年5月、社会からの要望に積極的に応えるため「味の

素グループ購買基本方針」を制定いたしました。

この購買基本方針制定の目的の第一は、CSR経

営を推進するにあたって、購買取引を行う際に留意

すべきコンプライアンスと企業倫理を確認することで

す。第二は、主要な企業活動である購買取引につい

て、その業務プロセスを正しく整え、運用することで

す。会社法、金融商品取引法案などにより、企業の

内部統制強化が重要となってきているためです。第

三は、取引先様にこの方針を示すことで、公正な購

買取引実現のために不可欠な理解と協力を求めるこ

とです。

この購買基本方針は原料や包装材料の購買取引

だけでなく、設備や実験機材、事務用消耗品の他、

業務委託などのすべての購買取引を対象にしてい

ます。

味の素（株）および「味の素グループ購買基本方

針」を適用する関係会社は、必要な関連基準類を整

備し、購買基本方針にのっとった購買取引を行って

いきます。

取引先様との良好な関係を目指して

味の素グループは、すべての購買取引において、公
正・公平・透明・簡素を心掛け、お客様をはじめ、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、
取引先様をビジネスパートナーとして、法令を遵守し、
契約を履行し、合理的に業務を遂行します。

１．遵法・購買倫理

・購買取引に関連する関係各国の法令、ルールを遵守し、合わ
せて「味の素グループ行動規範」、その他該当する社内諸基
準に則り良識ある行動をします。

・購買取引において取引先様との契約を誠実に履行します。

・購買取引において知り得た情報については、その重要性をよ
く理解し、機密保持に努めます。

・購買取引は、公正・公平・透明・簡素な業務手順により行い
ます。

２．購買取引の原則

・経済的な合理性に基づき、適正価格での取引を行います。

・取引先の選定にあたっては、価格、品質、納期の他、技術力、
安全性、実績等も合わせ総合的に検討し、決定します。不採
用の場合、要望によりその理由を説明します。

・購買取引は原則として複数見積比較（入札等）に拠り行います。

・新規取引希望については門戸開放を原則とし、採用基準を
満たした候補について適当な取引先選定の機会に参加して
いただきます。

・取引先様と共同でのコストダウン取り組みについては評価採
用のルールを定めて積極的に推進します。

３．購買取引におけるＣＳＲの実践

・原材料等の購買取引は、商品の品質・安全性確保のため関
連する法令、「味の素グループ品質保証規則」および関連する
諸基準を適用します。

・地球環境保護のため、「味の素グループ グリーン調達ガイド
ライン」に則り、グリーン調達を推進します。

・直接購買する対象がその生産、流通にあたって児童労働、不
法就労等の人権侵害に関わるものでないことを確認します。

４．取引先様への要請

・取引先様に対し、本「味の素グループ購買基本方針」の趣旨
の理解と、共にサプライチェーンを構成するビジネスパートナ
ーとしての協力を要請します。

・取引先様に対し、法令、ルールの遵守徹底、特に自由競争を
阻害する行為（価格カルテル等）については厳格な対応を要
請します。

・取引先様に対し、経済合理性に裏付けられた合理化等各種
提案の促進を要請します。

・取引先様に対し、ＣＳＲ経営推進についての趣旨ご賛同と、原
材料等の品質・安全確保、グリーン調達、人権擁護の諸点に
ついて協力を要請します。

味の素グループ　購買基本方針

社会性報告
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公正な取り引きの実現

味の素グループは、公正で自由な競争を促進し、

消費者の利益を確保するという独占禁止法、および

海外におけるそれぞれの国の類似法令の精神を尊重

します。自由経済システムを支持する立場から、その

諸規定を遵守することを基本方針としています。

また、日本の独占禁止法改正に合わせて「味の素

グループ独禁法遵守ガイドライン」を改訂し（→P.30）、

グループでの遵守徹底を図っています。ガイドラインで

は、国内外における販売取引において想定される事

項について具体的な行動指針を示し、それに違反した

場合、会社による処分を行うことを明示しています。

「味の素グループ購買基本方針」では、取引先様

においても、この独占禁止法を遵守するという味の

素グループの基本方針を理解し、協力していただくよ

う強く求めています。

取引先様との協働による品質保証活動

■品質監査

味の素（株）で原材料の購買を行っている購買部

と食品原料部では、品質保証活動として、品質規格

の確認、取引先様への品質監査の実施、発生した

品質クレームへの対応などを品質保証システム（→

P.31）に則して行っています。

特に品質監査は味の素グループの品質保証の考

え方を取引先様に理解していただく重要な機会であ

り、2005年度、味の素（株）購買部では原料関係で

39件、包装材料で63件、食品原料部では40件の品

質監査を実施しました。購買部では2005年度より医

薬品製造を行う関係会社である味の素メディカ（株）

の原料、包装材料の購買業務を受託することとなっ

たため、それによる新規の取引先への監査を重点的

に行いました。

■サプライヤーミーティングなど

味の素グループは、取引先様は“味の素グループ

の重要なパートナー”であると考えます。品質に関す

る「アスカ」要求事項の共有化や、トレーサビリティ確

保を図るため「原料サプライヤーミーティング」などを、

必要に応じて原料サプライヤー様や製造委託先様を

対象に実施します。

味の素（株）食品原料部では2005年度は、食品の

品質管理に関して主要な取引先様に対してヒアリン

グ調査を行いました。これは「食品衛生法等の一部

を改正する法律：農薬等のポジティブリスト制度導

入」の影響と対応について意見交換を行い、2006年

5月までに予定される同法の施行に取引先様とともに

備えるためです。このヒアリング活動を通じて、味の

素（株）と取引先様の品質管理の考え方を相互に再

確認しています。

アミノ酸の有用性について理解拡大へ

分岐鎖アミノ酸に関するシンポジウムを開催

アミノ酸を利用した食品や医薬品の市場導入が相

次ぎ、機能評価研究もめざましい進歩を遂げる中、取

引先様などから、アミノ酸の有用性などに対するさま

ざまな問い合わせが増えています。

2006年3月、味の素（株）は、アミノ酸先端科学の

中でも特に進歩が著しい「分岐鎖アミノ酸（ＢＣＡＡ）」

の理解をより広めるため、取引先様などを対象にシン

ポジウムを開催しました。

分岐鎖アミノ酸は筋肉を構成する重要なアミノ酸

であり、運動時に使われる代表的な栄養成分として、

特にアスリートに多用されており、多くの医薬・食品

企業の方々から、新たな製品開発につながると高い

評価をいただきました。今後もこのようなシンポジウ

ムを通じて、アミノ酸科学への理解拡大に努めてい

きます。

BCAAシンポジウムの様子
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味の素グループは人材バリューと人事ポリシーから

なる「味の素グループ人事理念」を定め、グループ従

業員に期待する行動指針、価値基準やグループの人

事戦略のベースとなる基本方針を明文化しております

（→P.23）。「あなたは、味の素の『あしたのもと』です」

という考え方を柱に、求める人材像を明確に打ち出

し、世界に通じる人材の育成や人事施策を実施して

います。

味の素（株）従業員データ 2005年度

人事に対する考え方

味の素グループは、「味の素グループ行動規範」の

中であらゆる差別行為を禁じています。採用時はもち

ろんのこと、昇給・昇格・評定などのあらゆる場面に

おいて個人の価値観・能力を尊重し、すべての従業

員を公平に扱います。また、就業環境を害するような

言動が発生しないように、研修・啓発活動を行ってい

ます。

味の素（株）では2005年度500名が、「企業が人権

問題に取り組む意義や、身近な人権問題を中心に

した人権啓発研修」を、階層研修の一環として受講

しました。

ハラスメントを受けた場合に相談できる窓口は、外

部と内部の両方に設けられています。2003年より毎

年6月～7月に、味の素（株）で働く派遣社員・パート

従業員を含む全従業員を対象に、ハラスメントに関

するアンケートを実施しています。アンケートの集計

結果は社内で開示し、ハラスメント防止意識の高揚

と問題の早期発見に取り組んでいます。

メンタルヘルスケアへの配慮

味の素（株）では、「自分の健康は、自分で守る」つ

まり、「セルフ・ケア」という考えのもと、「心の健康問

題」の早期発見のため、8名の産業医と9名の保健

師・看護職が、常時相談受付体制を整えています。

年一回全ての従業員と面談を行い、従業員の心身

の健康状態への自律的な理解を促進しています。ま

た、職場環境に原因がある場合は、組織的な改善策

を図っています。これからも、心身ともに健康な自律

した従業員の育成へ向けた、健康推進活動を展開し

ます。

働きやすい職場づくり

従業員とともに
味の素グループは、23の国と地域で事業を展開するグローバル企業として、

世界に通じる人材の育成に力を入れています。「味の素の『あしたのもと』」である従業員が

最大限に能力を発揮できるよう、安全で働きやすい職場環境づくりと教育制度の充実に努めます。

2006年3月31日現在 
合計 4,002人 

基幹職 
26%

一般職 55%

4%
10%

4%

嘱託 1%
受入出向 

派遣社員 

パート 

味の素（株）人員構成

従業員数

女性基幹職

新卒採用

通年採用

障害者の雇用

退職者

再雇用

メンタルヘルスケア

人権研修

4,002人（男3,035人、女967人）

40人（1,295人中）

97人（男70人、女27人）＊

42人（男22人、女20人）

78人（雇用率1.8％）

自己都合83人、定年42人

8人＊

従業員全員に面談を実施（100%）

500名に研修を実施

＊は2006年4月1日、それ以外は2006年3月31日のデータ

社会性報告
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仕事と家庭の両立の実現

味の素（株）では2004年4月に、仕事と家庭の両立

を支援する制度を大幅に改定しました。従業員が出

産・育児・介護などをしながら、職場で継続的に能力

が発揮できるよう、仕事と家庭生活の両立を支援す

る制度を整えています。

「育児休職制度」「育児短時間勤務制度」「子供看

護休暇制度」などの規程には、ヒアリングやアンケー

トから従業員の声をできる限り反映し、実際に利用

しやすいように制定・改訂しています。妊娠から育児

期間まで、利用できる制度を時系列で説明した「育児

関連ハンドブック」は、制度を利用する従業員だけで

はなく、上司や同僚に制度への理解を求める手引き

としても活用しています。

今後は、「次世代育成支援対策推進法」に基づい

て策定する行動計画をもとに、職場での制度の普

及・定着を目指し、基幹職層研修での説明や、本人

に加えて、上司にも制度使用前に説明を行うなど、

地道な施策を展開していきます。

高齢化社会への対応・看護休職制度

味の素（株）は、高齢化社会に向けた対応のひとつ

として、「看護休職制度」を制定しています。従業員の

家族や親族が病気・ケガをした場合、1年間まで休職

ができ、そのほかにも、勤務時間の短縮や深夜業の

制限なども定めています。2005年4月に一部改訂を

行いましたが、今後も社会の変化に即した、使いや

すい制度をつくり上げていきます。

味の素（株）の仕事と家庭の両立を応援する制度

発明補償制度

味の素（株）は、「技術立社」の基盤を強固にする

ため、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。

従業員が会社に譲渡した職務発明には、「出願補償

金」が支払われ、その職務発明が登録されると「登

録補償金」、さらに実施されると「実施補償金」が支

払われます。また、職務発明によって会社が多大な

利益を得た場合には、発明者に「実績補償金」が支

払われます。

産後休暇終了日の翌日から最長で子

供が満1歳になった後の4月末日まで休

職できる。（法定に基づく6カ月延長有）

子供が小学校4年に進級するまで4年

間の短時間勤務ができる。（1日あたり

最長2時間30分までで30分単位）

中学校に入学する前の子供をもつ従

業員は、子供一人当たり一年度10日

を限度として、子供の看護のための休

暇をとることができる。なお、半日単位

の取得も可。

扶養している2親等以内の親族の私傷

病によって従業員本人の看護が必要

な場合、およびそれらの親族の私傷病

により定期的な通院に従業員本人の

介護が必要な場合等に積み立ててお

いた有給休暇を使用することができる。

さらに中学校に入学するまでの子供の

看護をする場合、半日単位での行使も

可能。

配偶者、両親または扶養している2親

等以内の看護のために欠勤または休

職できる。

データは、2004年4月1日～2005年3月31日

育児休職制度

育児短時間

勤務制度

子供看護

休暇制度

有給休暇

保存積立制度

看護休職制度

82人

68人

18人

半日：24回

1日：74回

2親等看護

取得 21人

半日：14回

1日：87回

0人

取得人数内　容制　度

デリカエース（株）川口本社工場は、操業開始から17年が経過し、老朽化に加えて生産工程の複雑化により手

狭な状態が続いていました。事業所が川口、上尾、山形と分散していたこともあり、選択と集中によって効率的な

生産体制を築くことが、事業として生き残りに必要と判断し、閉鎖いたしました。従業員に対しては、特別退職金

の設定や再雇用支援をして、できる限り丁寧に対応しております。

グループ会社の工場閉鎖に伴う対応
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味の素グループは、防災安全基本理念と方針を定

め、安全に対する考え方を従業員と共有しています。

「味の素グループ防災安全基本方針」は、ライン主導

での安全の向上を明確にしており、この考えの延長に

コーポレート、カンパニー、分社の最高責任者による「防

災安全会議」があり、次年度の目標などを決定します。

安全な職場づくり
2006年度防災安全改善目標

味の素グループは、2005年度の防災安全目標を

「重大災害発生件数を前年実績の1/2にする」として

いましたが、残念ながら達成できませんでした。国内

では、休業・不休業災害件数とも減少しましたが、半

減には至りませんでした。海外では、出張移動中の

交通事故と、生産工場における事故の合わせて2件

の死亡災害が発生し、休業・不休業ともに微増しま

した。新設や問題のあった事業所4件に対し防災安

全点検を実施し、安全管理体制や不安全箇所の改

善処置などを実施いたしました。2006年度は「死亡

災害の撲滅、重大災害1/2化」を目標に掲げ、以下の

重点施策を設定しました。これらの施策を確実に実

施し、災害の減少・目標達成に向けて取り組みます。

・危険源の認識と削減の取り組みの実践

・ISOをベースとした労働安全衛生マネジメントシステムのグループへ
の展開の継続

・災害の多い事業所を対象とした防災安全点検の実施および点検
に基づく対策の実施、確認

また、関係部門のみ特別施策として以下の2項目を設

定しました。

・工事作業中事故の防止および工事安全管理基準の作成と運用

・地震に強い会社にするために、防災対策の継続推進

味の素（株）及びそのグループは、人間尊重を基本とし、防
災・安全衛生を企業活動の最も重要な基盤のひとつと考え
行動します。

味の素（株）及びそのグループは、

1.災害及び事故の未然防止のために、危険性を発掘・評価
し、その低減除去を絶えず講じます。

2.「決めたことを守り、守らせる」ことを徹底し、ライン主導の
もと、安全衛生活動の継続的な向上を図ります。

3.非常事態発生時の被害を極小化するため、体制の強化と
対応の円滑化を図ります。

4.従業員一人ひとりが常に健康に業務を遂行できるよう支援
活動を積極的に行い、また、職場の安全衛生に充分配慮
します。

防災安全活動の実行・推進体制図 

実
行
体
制 

経
営
会
議 

コーポレート 

食品カンパニー 

アミノ酸カンパニー 

医薬カンパニー 

中国事業総轄部 

味の素冷凍食品（株） 

味の素ベーカリー（株） 

防
災
安
全
会
議 

防災安全 
推進本部 部会 

・生産部会 
・オフィス部会 
・R&D部会 

事務局： 
　味の素（株） 
　生産戦略部 

事務局： 
　味の素（株） 
　生産戦略部 

推
進
体
制 

▲
 

※1  度数率：労働災害による死傷者数÷延べ実労働時間数×1,000,000
※2  強度率：労働損失日数÷延べ実労働時間数×1,000

国　内 海　外

2004年 2005年 2004年 2005年

重　大 件　数 24 20 92 81

件　数 31 25 139 149

休　業 度数率 1.21 0.91 4.71 3.59

強度率 0.057 0.05 1.025 0.416

不休業
件　数 73 65 189 194

度数率 2.84 2.37 6.09 4.67

味の素グループで飛散の恐れのあるアスベストの使用が

確認できたのは、機械室など限られた場所の壁や天井な

どへの吹き付けです。環境分析結果では規制値内でした

が、これまでに吹き付け個所の除去ないし、固化処理を終

了しております。そのほか飛散性はありませんが、断熱・保

温材として使用しています。過去には、川崎事業所電解設

備（苛性ソーダ製造工程）の部材として使用していました。

国内グループにおける健康被害の状況は、川崎事業所

電解設備の修理作業に従事していた味の素グループ元従

業員が1名、アスベスト肺および陳旧性肺結核による呼吸

不全で亡くなっております。また協力会社で防水加工を行

っていた元従業員が1名亡くなっております（労災認定を受

けています）。

継続調査のなかで不調を申し出た、元従業員1名の経

過観察を行っておりますが、現在のところ、上記以外の健

康被害は確認されておらず、近隣住民の方からのお申し出

もありません。味の素グループは、今後も関係法令や規

則を遵守するとともに、健康被害等に関しての調査を継続

し適切な対応を行ってまいります。

アスベスト（石綿）への対応

味の素グループ防災安全基本理念

味の素グループ防災安全基本方針

災害の発生件数および度数率※1・強度率※2
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「次の100年の礎」となる人材の育成

味の素グループは、23の国と地域にネットワークを持

つグローバル企業として、今後の発展を推進する、「次

の100年の礎」となる人材の育成に注力していきます。

味の素グループ人事理念として、3つの人材バリュー

に対応した3つの人事ポリシーを定めており、これをも

とに、人材教育を実施しています。2006年度は、味

の素グループ研修センターを拠点に、若手教育・キャ

リア教育の強化、グループ横断の能力開発プログラ

ムの拡充を図っていきます。

グローバルに活躍できる人材の配置・育成

21世紀の味の素グループを発展させる人材を、国籍

や所属にかかわらず育成・活用していくため、2006年1

月より、人事部内に海外グループを設置しました。優秀

な人材をグループベースで世界中から登用・配置・育成

する姿を目指して、海外現地法人の従業員を、積極的に

日本に配置するなどの取り組みを進めていく予定です。

グローバルリーダーの育成を目指して、「グループ経

営教育プログラム」を推進。役員研修・GEM※1研修

のほか、国内外のマネジメント層を対象とした「AIMS※2」

も含め、グループの価値観の確認、経営知識の習得、

リーダーシップスキルを高める研修を行っています。ま

た、海外のスタッフを対象に、各種技術やマーケティ

ング手法の習得を目的とした研修を国内外で開催し

ており、今後も教育、研修を進めていく予定です。

教育制度

健全な労使関係の構築に向けて

味の素労働組合では、「働きがいの向上」と「味の

素グループの健全な発展」を目指して活動を行って

います。

「働きがいの向上」の視点では、組合員総合意識

調査を実施しました。解析結果から、将来の夢を感

じられる施策、人に対する感度を上げる施策、労働

時間削減のための業務ルールの検討を、2006年の

春闘時期中央労使協議会で提案、会社から前向き

な回答を得ることができました。

「味の素グループの健全な発展」に向けては、コン

プライアンス、企業行動規範、職場での課題などに

ついて、イントラネットを使った課題解決プログラム

「A-プログラム」を味の素グループで実施しました。組

合役員による個別ヒアリングも行い、全社、事業所

レベルで解決を図っています。

「味の素グループ探検隊」

従業員家族を職場に招待

味の素労働組合は味の素（株）との共催で、グルー

プ従業員の家族を対象に「味の素グループ探検隊」

を実施しています。従業員の家族を職場に招待し、

普段知る機会の少ない職場の様子や仕事の内容を

紹介する活動です。職場見学をはじめ、味の素グル

ープの商品の紹介、子どもを対象にした手作り料理

体験など、大人から子どもまで楽しめる内容としてい

ます。第4回目の開催となった2006年3月には、42家

族122名を迎えました。従業員のワーク＆ライフバラ

ンスの意識を高

める企画として、

今後も継続して

いく予定です。

労使体制

研修制度 グループ教育での人材交流 

▲
 

国内関係会社 味の素（株） 海外関係会社 

役員研修 

GEM研修 

味の素グループ 
経営研修 AIMS

※1  GEM：Group Executive Manager
※2  AIMS：Ajinomoto International Management Seminar
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世界23の国と地域において事業を展開する味の

素グループは、CSRビジョンの達成像でも示している

ように（→P.25）、ステークホルダーとの対話とパート

ナーシップを重要だと考えています。開かれた事業所

として、お世話になっている地域の皆様に信頼してい

ただける企業であり続けるために、積極的な情報開

示をするなど、私たちの事業について知っていただく

べくさまざまな取り組みを行っています。コミュニティ

の一員として地域社会の発展への貢献、自然環境へ

の配慮を行い、地域とともに成長していける企業を目

指します。

産官学協働で、川崎臨海部の再生への取り組み

味の素（株）川崎事業所では、川崎臨海部の再生

に向けた取り組みに積極的に参加しています。2005

年8月に産官学の協働で設立された「NPO法人産

業・環境創造リエゾンセンター」を中心に進められて

いるこの取り組みは、臨海部内での資源とエネルギ

ーの循環や、環境共生型産業の創出を目指していま

す。味の素（株）は、新エネルギー・資源循環・環境

特別区の3つのワーキンググループのそれぞれに担当

者を配置して、諸課題の検討に積極的に参画してい

ます。NPO参加企業14社のうち、味の素（株）は唯一

の食品メーカーで、食品ならではの有機系廃棄物を

他企業の工場で活用するなど、企業間やエリア内で

連携することによる、最適な循環モデルづくりに取り

組んでいます。

2006年1月、「第2回アジア・太平洋エコビジネスフ

ォーラム」において、上記取り組みや味の素グループ

中長期計画およびゼロエミッション計画、海外におけ

る資源循環「バイオサイクル」、そして川崎事業所の

地域とともに成長できる企業を目指して
開かれた工場づくり

などについて紹介し

ました。川崎市で操

業する企業の環境

技術と環境保全の

経験を、途上国の

環境対策や地球温

暖化防止へ生かすことを主旨としたこのフォーラムへ

の参加は、CSR経営における外部コミュニケーション

の実践として大変有意義でした。

今後、このような産官学連携の横断的取り組みが、

地域の活性化のひとつのモデルとなるように、地道な

努力を続けていきたいと考えています。

地域の火災消火に貢献

2005年6月、ベル

ギーの味の素オムニ

ケム（株）ウェッテレン

工場から1キロほど離

れた他社のパン工場

で火災が発生しまし

た。地元の消防隊が駆けつけましたが火勢が激しく

水が不足、近隣の市へ給水車の支援を要請しました。

一方、火災に気づいたウェッテレン工場長が、会社

の消防隊による支援を申し出たところ、最も逼迫し

ている給水支援を要請されました。ウェッテレン工場

は防災用に常時1,000トン以上の水を蓄えています。

そこから全ての給水車に何回も水を補充。優れた設

備と訓練されたメンバーの努力で、他の給水拠点の3

～5倍の速さで合計130トンの水を供給し、消火活動と

延焼の防止に貢献することができました。

地域で起こった火災を支援したのは今回が初めて

でしたが、今後も地域活動への参加と、工場見学な

どを通じた情報公開を積極的に行い、開かれた工場

地域社会とのコミュニケーション
味の素グループは、誠実な企業市民として、地域の生活や文化、環境を大切に、

持続可能な循環型社会の実現や、地域の発展への貢献を通して、

地域社会の一員として信頼される企業となります。

第2回アジア・太平洋エコビジネスフォーラム

煙をあげる火災現場

社会性報告
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として、事業を行う地域社会との信頼関係を大切に

していきたいと考えています。

地域住民の皆様と従業員の家族へ工場を開放

フランスの味の素ユーロリジン（株）は、開かれた

工場であることを目指しています。2005年5月には、お

世話になっている地域の皆様を対象にした特別見学

会を実施するとともに、従業員とその家族、539人を

対象に、工場見学ツアーを行いました。見学者は工

場のスタッフに引率されて、飼料用アミノ酸が発酵法

によってどのようにしてつくられるのか、実際の生産設

備を見たり、ラボで発酵菌を顕微鏡で観察したりして、

理解を深めました。また、小さな子どもたちのために

は遊具なども準備され、イベントは大成功を収めるこ

とができました。

グローバルに事業を展開する味の素グループは、

世界中の人々に料理の楽しさや、うま味や栄養につい

ての知識を広げています。

●味の素（株）大阪支社では、うま味調味料「味の素®」

の原料・製法・安全性・有用性の正しい理解や、“家

庭内調理”と“だし”の重要性を訴求する「だしキャン

ペーン」などの啓発活動を積極的に行っています。一

般消費者を対象に行われた12回の料理教室「Let´s

Try Cooking」、大

学・栄養士・料理

学校先生向けの6

回のセミナー、調

理師専門学校生徒

向けのうま味講義

11回、得意先スー

パー様向け料理教室9回などを通して、2,600名の方

と、直接コミュニケーションをさせていただきました。

「だしキャンペーン」では、53校の料理学校が当社の

活動に共感し、19,000人の生徒に、だし調味料の重

要性を伝えることが出来ました。

●ベトナム味の素（有）

では、シェフを目指し

て勉強をしている生徒

たちを対象に、料理

教室を開催していま

す。将来、食にかかわ

る仕事につく若い世代に、うま味調味料に対する正

しい知識を身につけてもらうことにも役立っています。

●ペルー味の素（株）は料理の基礎とともに、十分な

栄養の取り方や、レシピの材料に含まれる栄養効果

などのアドバイスを、料理のデモンストレーションの中

で行っています。

料理の体験だけで

なく、食と栄養に

関する教育の促進

にもつながってい

ます。

地域で展開する主な食に関する活動

給水車への給水の様子

ベトナムで料理教室に参加する生徒たち

鳥取県倉吉市、東宝ストアでの料理講習会風景

見学ツアーで発酵菌を観察する子ども

遊具で遊ぶ子どもたち ペルーの料理教室の様子
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味の素グループは、健全な社会があって企業活動

を営むことができるという認識のもと、社会の抱えて

いる課題に対し、自分たちの資源を活用して、その

改善・解決を図り、企業市民としての役割と責任を

果たしていきたいと考えます。広く地球的視野に立

った活動や、事業を展開している国々や地域の発展

の一助となる活動、さらには財団による社会貢献活

動も含め、「食と健康」での貢献を謳うグループ理念

のもと、健康で活力ある社会づくりに向けグループ

一丸となって取り組んでいます。

味の素グループの社会貢献活動ミッション

活動の基本方針

「食と健康」国際協力支援プログラム

味の素グループは、主に開発途上国の人々の生

活の質の向上のために「食・栄養・保健分野」におけ

る国際協力を推進する組織である「味の素『食と健

康』国際協力ネットワーク：AIN」（→P.25）を1999年

設立、NGOなどと連携して現地活動の支援を行って

います。

健康で活力ある社会の実現を目指して
2005年度、公募により計22件の申請を受け付け、

新たに6件の事業の支援を決定し、2006年度より支

援を開始しています。

■栄養改善のための養蜂事業 【バングラデシュ】

2005年4月より1年間の支援を行ったバングラデシ

ュにおける「栄養改善のための養蜂事業」（特定非営

利活動法人ハンガー・フリー・ワールド）では、対象者

100名全員がハチミツを栄養改善に役立てたと同時

に、収穫したハチミツを販売し収入を向上させました。

養蜂事業は、必要資材の入手が容易で簡単に開始

できるため、失業率の高い農村地域での収入力向上

策として今後期待されています。

■野菜栽培を通した栄養・生活改善支援事業 【スリランカ】

2006年度より事業支援をしているスリランカでの

「津波被災地における野菜栽培を通した栄養・生活

改善支援事業」（特定非営利活動法人ジェン）では、

津波被災住民の栄養改善や収入の向上を図ると同

時に、低コストで環境にやさしい有機農法により、地

域の農業技術の

向上や栄養バラ

ンスのとれた食生

活の提供を目指

しています。

財団による社会貢献活動

味の素グループは、「食と健康」を中心に世界に貢

献するというグループのミッションを担い、より広がり

のある社会貢献活動を展開していくため、世界5カ国

で6つの財団を支援しています。

今後は各財団の独自の活動を尊重しつつ、相互の

連携・協調を強化していきます。

私たち味の素グループは、社会における役割と責任を認
識し、「食と健康」を中心とする社会貢献活動をグローバ
ルに推進することにより、健康で活力ある社会の実現に
努めます。

1.目的を明確にして重点指向の活動を行います。

2.味の素グループが持っている経営資源を有効に活用します。

3.活動内容を適切に評価し、内外への情報の発信を積極
的に行います。

4.味の素グループの主体性を発揮し、従業員が実感でき
る活動を大切にします。

5.外部の活動組織との連携により、活動のレベルアップ
を図ります。

社会貢献活動
味の素グループは「食と健康」を中心とする社会貢献活動を

グローバルに推進することにより、健康で活力ある社会の実現に努めます。

唐辛子の苗を育てる参加者たち（写真提供：ジェン）

社会性報告
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味の素グループに関連する6財団

自然災害被災地への緊急支援活動

2005年度、ハリケーンや大地震など予期せぬ自然

災害が世界各地で発生しました。このような緊急事

態に対し味の素グループおよび従業員は、NGOなど

の団体を通じて義援金を贈り、一刻も早い被災地の

復興を願い支援しました。寄付先には、被災地に最

も適切な支援を行える団体を選定しています。

あしたのもとクリック募金

味の素グループがホームページ上で行っている、「あ

したのもとクリック募金」は、国内外で活動するNPO／

NGOのプログラムを支援することを目的に、2003年度

から実施しています。これは募金賛同者のクリック数に

応じて、1クリック1円を味の素グループが支援先に寄

付を行うものです。また、支援先の活動紹介やホーム

ページへのリンク

も行い、広報活

動を支援するサ

イトとしても役

立っています。

従業員の社会貢献活動

■小学校で「うま味」体験学習の実施

2005年7月、8月に川崎市内の小学校で「うま味」を

テーマにした授業を行いました。これは、子どもたち

に食に関する新たな興味を持ってもらうことを目的と

したものです。

当日はうま味成分が入った2種類の溶液を飲み比

べたり、飲み合わせたりすることで、うま味の相乗効果

を体験してもらいました。またここから発展して、食材の

組み合わせや調理の

味付けを、グループご

とに考えて発表するな

ど、子どもたちに楽し

みながら学んでもらう

ことができました。

■「おかし屋ぱれっと」のお菓子販売会実施

2005年8月、味の素（株）は「おかし屋ぱれっと」の

クッキー・ケーキの販売会を社内で実施しました。こ

の企画は、（特活）ぱれっとが知的障害の方の就労の

場として運営している「おかし屋ぱれっと」（お菓子の

製造、販売事業所）を支援するものです。販売会を通

じてグループ従業員が障害がある方への理解を深め

てもらうことを目的に、実施しました。第2回目開催の

要望を受けて、12月にクリスマス企画として再度実施

し、販売数量、売上金ともに、前回を上回る実績を

あげることができました。

・（財）味の素食の文化センター （日本：1989年設立）

・（財）味の素奨学会 （日本：1957年設立、2005年改名）

・AJINOMOTO FOUNDATION （タイ：1976年設立）

・YAYASAN AJI DHARMA BHAKTI
（インドネシア：1979年設立）

・INSTITUTO ASSISTENCIAL AJINOMOTO
（ブラジル：1999年設立）

・FUDACION AJINOMOTO PARA EL DESARROLLO DE
COMUNIDAD （ペルー：2003年設立）

NGOアフリカ友の会 531,576円

（特活）地球の木 227,179円

メイク・ア・ウィッシュオブジャパン 448,851円

（特活）ブリッジエーシアジャパン 368,388円

（特活）南東アジアジャパン 367,471円

（特活）キッズエナジー 632,346円

（特活）ピースウィンズ・ジャパン 546,390円

（特活）チャイルド・ファンド・ジャパン 393,112円

（財）がんの子供を守る会 557,410円

（社）シャンティ国際ボランティア会 397,832円

（特活）ワールド・ビジョン・ジャパン 742,170円

（特活）「飛んでけ!車いす」の会 406,312円

2005年度合計 5,619,037円

「うま味」の体験学習を行う従業員

米国ハリケーン災害支援

日本経済団体連合会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000千円

パキスタン地震災害緊急支援

（特活）ジャパン・プラットフォームなど4団体・・・・・・・2,000千円

インドネシア・ジャワ島中部地震災害支援

PT Media Televisi Indonesiaなど3団体 ・・・・・・・・15,500千円
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味の素グループでは、環境保全と事業の永続的発

展のため、環境負荷の極小化を目指して、環境理念

やビジョンの策定、環境マネジメントシステムの構築

などに自主的に取り組んできました。

“真のグローバル企業”の責務として、サステナビ

リティに積極的に貢献するため、2006年4月にグルー

プ環境理念・基本方針を改訂し、さらなる取り組みの

発展を目指します。

2006年4月、味の素グループは1997年の制定以来

初めて、環境理念・環境基本方針を改訂しました。こ

の8年の間に地球環境問題や企業を取り巻く状況が

大きく変化したことを踏まえ、従来うたわれていた環

境と企業活動との調和と、そのために必要な継続的

な企業活動改善に加え、持続可能性（サステナビリ

ティ）に積極的に貢献する“真のグローバル企業”を

目指した経営のコミットメントを盛り込んだ内容としま

した。また、「味の素グループ05／10中長期経営計

画 」の基本戦略のひとつに挙げられて

いるCSR経営の推進と、それに伴う環境活動の強化

という観点から、CSRビジョンや「味の素グループ・

ゼロエミッション」との整合性も図りました。

なお、味の素グループでは従業員を含めた各ステー

クホルダーとの対話を重視し、さまざまな機会をとら

えてコミュニケーションを図る努力をしています。今回

の改訂作業にあたっても、国内外グループ全従業員

より広く意見を募集し、寄せられた意見をもとに最終

案をまとめました。この結果、地球や人類を育む自然

への感謝の気持ちや、生態系・生物多様性の保護の

- dvance10

環境理念・環境基本方針の改訂

サステナビリティへの積極的貢献を目指して
重要性などを打ち出した、「食」と「健康」にかかわる

事業を行う味の素グループらしい理念・基本方針とな

りました。

環境理念（要約）

環境基本方針（要約）

味の素グループ環境理念・環境基本方針

私たち味の素グループは、将来世代にわたるすべての人々が
豊かな自然環境とよりよい暮らしを享受できるような持続可能
な社会の実現に貢献します。“食”と“健康”に関わる私たち
の事業は自然の恵みのうえに成り立っていることを心にとめ
て、地球環境や生態系への負荷を減らし、資源を有効に活
用した循環型の生産活動を推進します。また、グローバルに
事業を展開する企業の責務として、地球環境と調和した企業
活動の継続的な改善に努めます。

1.（姿勢）
法律を徹底的に遵守します。また、持続可能性に関するグ
ローバルな動向に関心を持ち、社会や生態系によい影響
を及ぼすよう的確な対応に努めます。
2.（マネジメントシステム）
環境マネジメントシステムを構築し、持続可能性への取り組
みを推進します。
3.（パフォーマンス）
環境への負荷の低減に努めます。限りある資源を大切にする
ことを原点に、省資源・省エネルギー・資源循環に努めます。
4.（技術開発）
持続可能性の実現に役立つ、新技術、新システムの開発
に努めます。
5.（コミュニケーション）
持続可能性に関するグループ内教育・啓発を行います。持
続可能性に関するグループの取組みについて、ステークホ
ルダーとの対話を行います。持続可能な地球ならびに地域
の生態系・社会の実現に向け、ステークホルダーとの連携
と協働に努めます。

地球環境のために
“食と健康”に関わる味の素グループの事業は、自然の恵みの上に成り立っています。

将来世代にわたるすべての人々が、豊かな自然環境とよりよい暮らしを享受できるよう、

環境負荷の極小化に取り組むとともに、サステナビリティに積極的に貢献することを目指します。

※本誌には、「味の素グループ環境理念・環境基本方針」の要約を掲載
しました。理念の詳細と方針の全文はウェブに掲載しています。
http://www.ajinomoto.co.jp/company/kankyo/

環境報告
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農林水産資源などの地球環境の恵みの上に事業

活動を行う味の素グループは、環境負荷の排出をな

くす（極小化する）ことを目指していますが、それでもグ

ローバルに展開する事業活動に伴い、“現実に相応

の規模の環境負荷を排出し地球環境に負担を与え

ている”という事実があります。この課題を解決する

ため、“グループ独自の世界統一基準をもって、あらゆ

る事業領域から発生する各種の環境負荷の極小化

を図る”という、環境ビジョン「味の素グループ・ゼロ

エミッション」を策定しています。この考え方を基に、

2004年度には、2010年度までの具体的行動計画と

して「味の素グループ・ゼロエミッション」05／10計画

を定め、現在、取り組みを展開中です（→P.50）。

達成目標の中には、現在の法規制値のさらに約10

分の1といった厳しい内容も含まれます。しかし味の

素グループは、こうした高い目標を自ら掲げ積極的に

挑戦していくことが、私たちの創造性を刺激して抜本

的な技術革新・ビジネスモデル革新を加速すると確

信しています。企業としての永続的発展を確かなもの

とし、地球環境の保全と持続可能な社会の実現に

貢献していく決意です。

「味の素グループ・ゼロエミッション」

味の素グループは「味の素グループ環境基本方針」

と「環境規程」に基づき、環境マネジメントシステムの国

際規格ISO14001を基本ツールとして、グループ全体※

にわたる環境マネジメントシステムを構築しています。

環境活動に関するグループの意思決定は、年2回

開催される「環境会議」で行われ、グループの本社機

能であるコーポレート部門と各事業を統括するカンパ

ニー・分社などの責任者が出席します。コーポレート

環境経営推進部と各カンパニー・分社などの環境管

理事務局による「グループEMS推進事務局会議」は

毎月開催され、EMSの定着を図っています。

ISO14001の認証取得については、2005年度新た

に30事業所が取得し、2004年度までの実績とあわ

せて95事業所で取得が完了しました。2006年度は

さらにすすめて、味の素（株）と連結子会社などの対

象121事業所のうち、115事業所で認証を取得する

計画です。今後は、取得対象範囲を事業・営業など

に拡大することを検討します。

環境マネジメントシステム（EMS）

「味の素グループ・ゼロエミッション」 
▲
 

事業の永続的発展 

競争力強化・ブランドへの信頼 
事業を通じての社会貢献 
環境・資源の永続的な保全 

CO2排出量の削減 

アミノ酸発酵関連商品 
副生物・廃棄物の削減 
排水負荷の削減 

医薬・化成品・包材関連 物流・サービス・オフィス 

調味料・加工食品 
容器包装類の削減 
販売不能商品の削減 
生ゴミなどの廃棄物削減 

「味の素グループ・ゼロエミッション」の追求 

環境マネジメントシステム 

ISO14001規格への準拠 内部監査の実施 

環境アセスメントの徹底 環境教育 

環境負荷の極小化 コスト削減 
環境に貢献する 
事業・製品の推進 

環境保全 
テーマ 

EMS体制図 

▲
 

○連結子会社・ 
○事業所など 

○連結子会社・ 
○事業所・工場など 

○連結子会社・ 
○事業所・工場など 

○連結子会社・ 
○事業所・工場など 

○連結子会社など  
○単位組織 

○連結子会社など  
○単位組織 

○連結子会社など  
○単位組織 

○連結子会社など  
○単位組織 

注 ●：統括環境管理者 
注 ○：環境管理者 

●味の素物流（株） 

●味の素ベーカリー（株） 

●味の素冷凍食品（株） 

●中国事業総轄部　 

●医薬カンパニー 

●アミノ酸カンパニー 

●食品カンパニー 

環境会議 

経営会議 

[コーポレート]  
●環境経営推進部  
●総務・リスク管理部  
●経営企画部  
●生産戦略部 

議　長：
　　　　
　 
メンバー： 
事務局： 
開　催： 

環境担当役員  
（専務執行役員 　
　CSR推進本部長） 
統括環境管理者  
環境経営推進部  
2回／年以上 

65
95

115

2004年度 

実績と計画 

2005年度 2006年度 
目 標 

※「味の素グループ環境マネジメント」の対象範囲：味の素（株）、連結子
会社、および環境マネジメント上重要な関係会社

ISO14001認証取得累積拠点数

2006年度より、環境報告をより充実させるため、本誌では基本的な環境への取り組みと推進体制・実績のご報告にとどめ、
別途、「味の素グループ環境報告書2006（Web版）」（PDF）を発行することにいたしました。

「環境への取り組み」ホームページにおいてダウンロードができます（2006年9月末に公開予定）。詳しい内容はこちら
からご確認ください。「環境への取り組み」ホームページ>> http://www.ajinomoto.co.jp/company/kankyo/



マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

お
客
様

取
引
先
様

従
業
員

地
域
社
会

環
境
報
告

49 味の素グループ CSRレポート2006

目標と実績
2004年度に味の素グループ環境保全3カ年計画を終了し、

2005年度より新たな6カ年計画に基づいて、環境への取り組みを進めています。

達成した実績を年度ごとに評価することによって、更なる取り組みの向上に努めています。

2005～2010年度味の素グループ環境保全6カ年計画
■ マネジメント：「仕組みの構築」から「運用の定着化」へ
■ パフォーマンス：「味の素グループ・ゼロエミッション」05／10行動計画の策定と着実な推進
■ コミュニケーション：CSR視点からの企業価値評価の向上

2010年度までの主な目標

CSRビジョン
●“真の世界企業”としてのCSRビ
ジョンの策定と実践

●グループCSRビジョンの策定 ●2020年を想定した「味の素グループ
CSRビジョン」を2005年9月に策定

●「味の素グループ環境理念・環境基本
方針」を2006年4月に改訂し、公開。
改訂プロセスへの従業員ダイアログの
組み込み。

●グループ内啓発
●ステークホルダー
からの意見募集

●各事業などにおけ
る目標とロードマ
ップの策定〇

環境マネジメントシステム（EMS）
運用体制
●新カンパニー体制でのEMS運
用の定着化
●内部環境監査※1の充実

ISO14001等認証取得
●味の素（株）全組織および連結子
会社などの主要な事業所128カ
所での認証取得※2

グループ環境監査
●グループ環境監査※3の効率的
実施

環境アセスメント
●仕組みの改善と確実な運用

環境実績集計
●迅速な集計体制の確立
●国内外全事業領域の集計
●各事業ドメインでの内部管理活用

環境研究技術開発
●環境効率の高い生産・事業プロ
セスの開発
●「味の素グループ・ゼロエミッシ
ョン」計画達成のための要素技
術開発（省エネ・省資源、副生物
有効利用、廃水処理技術など）
●植物系プラスチック（PBS）の開発
●戦略的環境施策研究

●環境効率の高い新プロセス技術
の開発
●基礎開発、工業化技術開発の早
期化。技術の多様化。
●植物系プラスチック（PBS）の
開発
●外部研究会への参画（LC-CO2、
加工食品の環境影響評価など）

環境教育・啓発
●経営層・管理者層の啓発
●専門教育・訓練による職責能力
の保持、向上
●内部環境監査員のレベルアップ

●累計108カ所で認証取得
●新規サイトでの着実な対応
●2004年度版規格への対応
●統合マネジメントシステムへの展開

●35拠点実施
●コーポレート部門による関連監査
との連携
●優先化、重点化

●対象案件を新商品にも拡大

●実績集計の早期化
●実績集計の新システム導入
（2006年度）の準備

●定期的な情報提供による経営
層、管理者層の啓発の実施
●年度計画に基づいた従業員環境
啓発教育の確実な実施
●階層別教育の計画的実施
●内部環境監査員の養成継続（累計
850名）、フォローアップ講座開始

●事業軸によるグローバルEMS体
制の再構築
●内部環境監査の充実

●各カンパニーごとに再構築が進展中
●内部環境監査の指摘事項をEMSの改
善に効果的に活用

●累計95カ所で認証取得
●新規サイトでの取得計画の策定がほぼ終了
●2004年度版規格への対応を完了
●日本、タイ、ブラジル、フランスなどで、
品質・環境・安全の統合マネジメントシ
ステム構築が進展。また、事業所ごとか
ら全社一括認証への取り組みが進展。

●27拠点で実施
●昨年に続き、監査部による業務監査と
の合同監査を実施

●拡大された対象案件の環境アセスメン
ト実施を徹底
●商品開発時の環境配慮が進展

●昨年に比べ早期化されたが、効率、精
度に課題
●新システム（ASREP※4）の導入準備が
予定通り進捗

●経営層向けの環境情報発信を毎月実施
●年度の自覚教育用ビデオによる環境啓
発教育を国内外グループで実施
●新入社員、新任基幹職、役割・機能変
更者などへの階層別教育を実施
●内部環境監査員養成講座を19回開
催。累計およそ1,200名養成。同フォ
ローアップセミナーを11回実施。

●省エネ、低排水負荷などのプロセス技
術開発が進展
●工場への早期技術導入につなげた。
副生物有効利用技術の多様化、高付
加価値化が進展。
●一部のギフト商品の包材にPBSを使
用開始（2006年中元期発売開始）
●日本LCA学会「食品研究会」で食品の
LCAについて研究

●新システム（ASR-
EP）によるグロー
バル集計の効率
的な実施

●各カンパニーごと
の体制再構築を
継続

●コーポレート部門
による各種監査と
の統合を検討

△

〇

△

〇

△

〇

〇

〇
環境理念・環境基本方針
●“真の世界企業”としての環境理
念・環境基本方針の保持

●グループ環境理念・環境基本方
針の改訂

2005年度の主な目標 2006年度への展開
2005年度実績レビュー

評価 取り組み概要

理
念
・
基
本
方
針

事
業
活
動
の
グ
リ
ー
ン
化

組
織
運
営
の
グ
リ
ー
ン
化

容器・包装の環境配慮
●「エコインデックス」評価点を向
上させるための全社横断的取り
組み
●自社、他社製品の「エコインデッ
クス」評価によるベンチマーキング

●「容器・包装アセスメント」運用
面の改訂とその定着　　　　
●自社全商品のエコ評価実施
●個装商品だけでなく、中外箱、物
流面含めた検討
●海外商品に対する指針、方向性
の確認
●取り組み成果の社外への積極的
な情報発信
●容器包装リサイクル法改正への
対応

●アセスメント運用面の改訂を実施し、
周知徹底
●主要な自社、他社製品の「エコインデッ
クス」評価を実施（容器包装形態が類似
傾向。自社製品の明確な優位性はなし。）
●物流面などの検討未実施
●海外商品に対する指針未実施
●展示会へ出展（2件）、「容器包装ダイエ
ット宣言」へ参画　　　　　　　　　　
●法改正に伴い、自主行動計画策定に
向けた社内体制の検討を開始

△

環境報告
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詳しい情報は、ホームページからダウンロードできる「味の素グループ環境報告書2006（Web版）」でご確認ください。
「環境への取り組み」ホームページ>> http://www.ajinomoto.co.jp/company/kankyo/

※1 内部環境監査：ISO14001環境マネジメントシステム規格の要求事項として認証範囲内で実施される内部監査。 ※2 連結子会社などについては、製造、包装、物流、エンジニアリングを事業内容とする事業所を対象と
しています。M&Aや事業拡大ならびに認証取得単位の変更により、目標数値が変更されています（2006年3月31日現在）。 ※3グループ環境監査：味の素（株）コーポレート環境経営推進部の監査員がグループの事業所な
どに対して行う環境に関する業務監査。 ※4 ASREP：The Ajinomoto System of Environmental Performance Reporting 国内外グループにわたる環境実績集計システム。 ※5 BDN：Biological Denitrification 微生
物脱窒法。高度な排水処理技術。 ※6「エコレールマーク」：国土交通省〈事務局：（社）鉄道貨物協会〉が、鉄道貨物輸送を一定割合以上利用している企業・商品に付与する認定マーク。

■「味の素グループ・ゼロエミッション」05／10行動計画の策定と着実な推進
あらゆる事業領域から発生する環境負荷を極小化するためのグループ統一基準「味の素グループ・ゼロエミッション」05/10行動計画を策定し、2003年
度より年度ごとに目標を定めています。2005年度は各部門でロードマップを作成し、目標達成に向けて取り組みました。

グリーン調達
●「グリーン調達ガイドライン」に則
った調達の推進
●間接材エコ商品購入金額比率
（味の素（株））の向上

製造
●新技術の導入による環境効率の
抜本的改善（「味の素グループ・
ゼロエミッション」計画）
●各種環境影響の改善

販売
●廃棄商品の削減

物流
●モーダルシフトの推進
●物流効率の改善とグリーン化
推進

環境報告、環境情報発信
●CSRコミュニケーション強化のた
めの体制整備
●CSRレポートの早期発行
●積極的な情報公開、ステークホ
ルダーとの対話推進
●個別サイト（全事業所）におけるサ
イトレポート発行の推進

地域社会とのかかわり
●生活者の視点に立った、ありのま
まの姿をいつでもお見せする事
業所

NPO、多様なステークホルダー
との連携
●ステークホルダーとの連携による循環
型社会に向けた合意形成への寄与

●ホームページの再構成と情報発
信の増加
●CSRレポートを2005年9月に発行
●主要な関係会社、事業所のサイ
トレポート発行を推進
●環境コミュニケーション・シンボル
の作成

●近隣住民との定期的な対話に加
え、工場を開放し、生産活動と環
境活動を実際に体感していただく
機会を創出

●NGO、NPOなど環境関連団体と
の対話により得た成果を、新しい
視点として、今後の環境への取り
組みに活用

●取引先への説明
●間接材購買システムによるエコ商
品購入実績の把握

〈詳細は下表を参照〉
●新技術の導入による環境効率の
抜本的改善（「味の素グループ・
ゼロエミッション」計画）
●各種環境影響の改善

●国内家庭用ドライ商品返品率
0.5%（味の素（株））

●モーダルシフト率の維持・向上
●味の素物流グループ全体での環
境マネジメントシステムの構築

●主要取引先への説明を開始
●間接材購買システムのカタログ物品リ
ストでエコ商品を最初に表示
●間接材エコ商品購入金額比率（味の素
（株））64.1%（前年度比5ポイント向上）

●新プロセス技術導入により生産性が
向上（発酵関連部門など）
●ブラジル、ペルーなどの事業所に廃水
処理の新技術（BDN※5設備）を導入
●廃食用油の利用によりボイラー燃料重
油を削減（味の素冷凍食品（株））

●廃棄商品重量：1,340トン
（前年度比40%削減）
●返品金額：6.7億円（前年度比18%削減）
●返品率：0.5%（前年度比0.1ポイント削減）

●「エコレールマーク」※6の認証取得
（味の素（株）・味の素冷凍食品（株））
●味の素物流グループ全体でISO14001
認証取得に向けた取り組み実施
（2006年5月一括認証取得済み）

●CSR全体の枠組みでホームページを再
構成。環境への取り組みの具体的トピ
ックスの掲載開始。
●CSRレポートを9月中旬に発行（約1カ
月早期化）
●味の素冷凍食品グループが個別の環
境報告をホームページで公開準備
●新コミュニケーション・シンボルマーク
を作成。環境広告、啓発ポスター、プ
レゼン資料などで統一して使用。

●主要事業所で工場見学者が大幅に増
加。川崎事業所では「エコツアー」を開
始し好評。環境モニター制度を拡充。

●グリーン購入ネットワーク（GPN）の食
品研究会に参加し、食品の環境配慮
ガイドライン策定のためのコンセプトを
検討

●環境報告の内容
を充実させ、ホー
ムページに掲載
●CSRレポートを9
月発行。環境報告
の詳細はホームペ
ージへ移動。
●味の素冷凍食品
グループの環境報
告を9月発行

●様々なステークホ
ルダーとの連携に
よる循環型社会づ
くりに積極的に参
画（GPN活動など）

●間接材エコ商品購
入金額比率2006
年度目標　80%

●「味の素グルー
プ・ゼロエミッショ
ン」計画の遂行

△

〇

〇

〇

〇

〇

〇

事
業
活
動
の
グ
リ
ー
ン
化

社
会
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

2010年までの目標

項 目 対　象 具体的目標

2005年度実績レビュー

評価 取り組み概要

●対売上高原単位は2002年度比2％増
加したが、対生産量原単位は18％減少

●排出総量は50.6万トンで、2010年度
達成目標に対し2.2万トン超過

●排出総量48.4万トン以下
（1990年度排出量の6％削減
に相当）

●2002年度実績より増加させない

●2002年度実績より増加させない

●2007年度までにゼロ化

●BOD≦10ppm TN≦5ppm全生産系事業場廃
水処理設備（出口）

全生産系事業場

全生産系事業場
および
非生産系事業場

国内全販売事業場

国内全販売事業場

全生産系事業場CO2排出量原単位

CO2排出総量

特定フロン保有量

排水汚濁負荷濃度

排水量原単位

資源化率

発生量販売不能商品
発生量削減
（国内家庭用商品）

廃棄物削減

排水汚濁負荷削減

フロン保有量削減

温室効果ガスの
排出量削減

資源化率

国内全生産系
事業場

国内全非生産系事業場

国内全商品物流部門

全生産系事業場

●対生産量で20％以上削減
（対2002年度）

●99％以上を達成

●2007年度までに50％削減（対
2002年度）し、以降増加させない

●99％以上を達成

●対売上高で20％削減
（対2002年度） △

×

×

△

△

△

〇

〇

〇

〇

●2002年度に比べ約800トン（29％）増加

●2002年度に比べ、約2,000トン（5％）増加

●特定フロン類は生産用冷凍機の冷媒と
して使用しており、設備の更新を推進
●2005年度は約6トンのCFC類を破壊
処理し、約42トン保有

●対象48事業場のうち、12事業場が目標
を達成（対前年度比：6事業所増加）

●2002年度に比べ原単位は26％削減

●資源化率97.9％となり、対象94事業
場の内、33事業場が99％以上を達
成（前年度比：0.1ポイント向上、9事
業所増加）

●発生量を65％削減

●資源化率86％

自己評価 〇：目標をほぼ達成　△：目標に対し、実績を上げたが課題もあり ×：目標未達成
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マテリアルバランス

■発酵関連の事業

発酵関連事業の売上高はグループ全体の約26％

ですが、発酵法によるアミノ酸の製造では、電気や

蒸気などのエネルギーや、水資源を大量に使用し、

副生物・排出物、排水なども全体の約80～90％

を占め、大きな環境負荷をもたらしています。

そこで味の素グループでは、製造工程の革新によ

る省資源・省エネに努めるとともに、排水量の削減、

副生物の有効利用を進めています。

事業ごとの環境負荷の特徴

■食品関連の事業

食品関連事業における環境負荷低減には、廃棄商

品の削減、食品廃棄物の削減・資源化、容器包装の

改善や容器包装廃棄物の資源化など、市民生活や流

通業界との緊密な連携が必要となります。そのため味の

素グループでは、生産・販売活動によって発生する環境

負荷の低減はもちろん、流通各社との連携や消費者へ

の啓発活動を積極的に行い、社会全体の環境負荷低

減や持続可能な循環型社会への改善に努めています。

INPUT 資源・エネルギーの投入

エネルギー
32,200TJ＊

＊TJ：テラジュール。T（テラ）＝1012

購入電力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200万MWh

購入エネルギー（蒸気）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 160万t

ガス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 240百万m3

石油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 260百万R

石炭・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,200t

水
213,000千t

上水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,500千t

工業用水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36,000千t

河水・井水（直接使用）・・・・・・・・・・・・・・・・ 27,000千t

河水・井水（間接冷却使用）・・・・・・・・・ 144,000千t

原材料
3,930千t

（主・副原料 3,770千t）

主原料 農畜水産物など ・・・・ 2,710千t

副原料 酸・アルカリ・・・・・・・・・・・ 960千t

他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 105千t

容器包装材料 プラスチック類・・・・・・・・・・ 51千t

紙・ダンボール・・・・・・・・・・ 73千t

他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29千t

物流・サービス・ 
その他関連 

3％ 

発酵関連 

77％ 
食品関連 

11％ 

医薬・化成品・ 
包材関連 

9％ 

エネルギー投入量 

3万2千 
TJ

発酵関連 

78％ 
食品関連 

12％ 

医薬・化成品・ 
包材関連 

10％ 

水使用量 

213 
百万トン 

物流・サービス・ 
その他関連 

2％ 

発酵関連 

81％ 
食品関連 

13％ 

医薬・化成品・ 
包材関連 

4％ 

主・副原料使用量 

3,770 
千トン 

味の素グループでは、商品やサービスを提供するにあたって、投入される資源と排出される

物質や資源の定量的把握に努めています。マテリアルバランスのデータは、

環境への取り組みをさらに進めるための、技術革新やビジネスモデル革新の計画に役立てられています。

環境報告
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■医薬・化成品・包材関連の事業

医薬・化成品・包材関連の事業では省エネ、廃棄

物削減などのほか、研究開発や製造時における化学

物質の適正な使用に努め、管理の強化に取り組ん

でいます。

■物流・サービス関連、その他の事業

物流事業（倉庫業務を含む）では、燃料消費による

CO2排出量の削減、排出ガスによる大気汚染の防止、

廃棄商品の遵法適正処分、事故にともなう環境汚染

への対策など安全・環境対策に注力しています。

＊集計対象範囲：味の素（株）および環境マネジメント上重要な連結子会社など、91の事業所
M&Aや事業の拡大、実績集計が新たに可能となったなどの理由により、2005年度の報告と比較し、国内で2事業所、海外で4事業所拡大。

＊集 計 期 間：2005年4月1日～2006年3月31日 ＊集計データ：一部推定値含む

※提携事業（油脂、コーヒー、乳製品などの事業）を除く味の素グループの事業を、
製造方法などによる環境負荷の特徴をもとに区分したもの。連結財務会計上
の事業セグメントの区分とは異なる。 

物流・サービス・ 
その他関連 

10％ 
連結売上高 
約8,522億円 医薬・化成品・ 

包材関連 

18％ 

発酵関連 

26％ 

食品関連 

46％ 

連結売上高※

OUTPUT 物質の排出・環境への影響

大
気
へ
の
排
出
物
質

廃棄物処理（外部処分） 47千t製品

1,770千t

副製品・再資源化

2,151千t

CO2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 230万t-CO2
・直接燃焼分 ・・・・・・・・ 140万t-CO2
・購入エネルギー分 ・・・ 90万t-CO2

NOx ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7,600t

SOx・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7,900t

煤塵 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,200t

フロン 特定フロンなど・・・・・・・・・・・・・ 11.9t
代替フロン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.6t

排
　
水

排出先
公共水域（処理後放流など）・・・・・ 47,000千t
公共水域（間接冷却水）・・・・・・・・ 144,000千t
公共下水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,300千t
灌漑用水に利用 ・・・・・・・・・・・・・・ 6,000千t

排水負荷量（処理後放流など）
BOD ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 550t
窒素 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,200t

食品リサイクル法に基づく物質収支 集計対象範囲：味の素（株）、味の素冷凍食品（株）、クノール食品（株）グループ、味の素パッケージング（株）、味の素ヘルシーサプライ
（株）、味の素ファルマ（株）など、21会社45事業所の国内食品商品群（容器包装材料は含まない中身重量）

生産
食品リサイクル対象廃棄物

21,759t

製品 580千t

販売不能商品 ・・・・ 2,018t

工程生ゴミ・・・・・・ 19,741t

再資源化・・・・・・・・ 21,388t

外部委託処理 ・・・・・・ 371t

食品
リサイクル率

98.3％

資源化率

97.9％

物流・サービス・ 
その他関連 

2％ 

発酵関連 

78％ 
食品関連 

12％ 

医薬・化成品・ 
包材関連 

8％ 

CO2排出量 

230 
万トン‐CO2

発酵関連 

80％ 
食品関連 

12％ 

医薬・化成品・ 
包材関連 

8％ 

排水量 

201 
百万トン 

副生物・排出物

物流・サービス・ 
その他関連 

1％ 

発酵関連 

94％ 
食品関連 

3％ 

医薬・化成品・ 
包材関連 

2％ 

2,198 
千トン 

副生物・排出物発生量 

詳しい情報は、ホームページからダウンロードできる「味の素グループ環境報告書2006（Web版）」でご確認ください。
「環境への取り組み」ホームページ>> http://www.ajinomoto.co.jp/company/kankyo/
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第三者意見

このレポートの、トップメッセージを読むだけでも、味の素

という会社の社会的使命やその目的、将来にわたるビジョ

ン、挑戦への心意気が伝わってきます。会社の存在意義が

明確で、迷いがありません。「アミノ酸について、これだけ幅

広く、長い年月、深く関わってきた企業は、世界中どこにも

ありません」という言明には感銘しました。CSRでもっとも

重要なのは、その企業の社会に対する役割を、社の内外に

提示して、その信頼を問うことなのです。その点、味の素は、

実に見事な会社です。

その上で、いくつか苦言を呈したいことがあります。「味の

素グループCSRビジョン」についてですが、2020年に到達

したい像＝ビジョンらしいのですが、あまりに優等生的概論

目標で、捉えどころがありません。例えば達成像1などは、

2005年現在でもどんどん実現していくべきことであり、また

その実績も上がっているのではないでしょうか。具体的でな

く、数値化も出来ない達成像は、客観的検証性に乏しく、

達成を得られず、ビジョン倒れになりかねません。

もうひとつ、食品会社の最大の信頼要因は、徹底した安

全な製品の提供であり、その実績の積み重ねが市民から安

心・信頼を獲得できるのです。ところが、5つの達成像の中

に、この安全の大目標が見当たりません。これはビジョンの

問題ではなく、今日的問題だから、マネジメントのところで軽

く触れているというのでしたら、それは考え違いです。毎年

の繰り返しになっても、味の素がいかに安全に傾注してい

るかを堂 と々分かりやすく説明して欲しいものです。特に、

トレーサビリティについてはもっと具体的な説明が欲しいで

す。原料の魚や穀物がどのように飼育、栽培されているの

か、生育過程での飼料や農薬、化学肥料、遺伝子など原料

の安全性チェック体制については、消費者として最も知りた

い点です。

わが国の食品業界のリーディング・カンパニーとして将来

ビジョンの実現と同時に現下の安全問題にも積極的に取

り組んでいる現状を提示していただきたいと思います。

向社会性研究所主任研究員
博士（社会心理学）

小榑　雅章

貴社が、味の素グループＣＳＲビジョンと「2020年のＣＳＲ

達成像」を策定されたことはすばらしいと思います。まずある

べき姿を描き、企業理念をコンパスとしてロードマップを作成

して対策することは、戦略的に効果的であると思います。

現在、世界の農畜水産業は、持続不可能な状況にあり

ます。なぜなら、これらの産業は、化石燃料に大きく依存し、

農薬、抗生物質など難分解な化学物質に依存しています。

そして、農地面積は減少しています。また、畜産による湖の

富栄養化の問題、乱獲による水産物の激減など大きな問

題を抱えています。その上に、異常気象、人口増加のため

近い将来の資源の争奪戦は避けられないでしょう。グロー

バルな食品加工メーカーとしての貴社の環境面における最

も大きい課題は、原料生産段階にあると考えます。

それゆえ、貴社が、安全で持続可能な食資源の確保、

枯渇資源・エネルギーの使用、廃棄物の発生を極小化す

る循環型ビジネスモデルの確立などを目標とし、環境負荷

をＬＣＡ（ライフ サイクル アセスメント）の視点で取り組ま

れていることは高く評価できます。

進んでいる対策としては、農畜産業と連携してアミノ酸発

酵副生物を有機質肥料に利用、また、サイレージ改良剤と

して活用しメタン発生を低減する開発をされるなどがあげら

れます。しかし、生態系は非常に複雑です。例えば、天然エ

ビを獲らず養殖へ切り替えると、水産資源の保護はできま

すが、養殖に使われる飼料と抗生物質による水質汚染、養

殖をするためにマングローブが破壊されるリスクなどがありま

す。持続可能性の原則＊を指針として何が持続可能性を目

指す上で柔軟な対策なのか、どのようにマネージメントをする

べきかを見極めて進めることが重要となります。

「自然のサイクルを最大限に生かした生態系に負担をか

けない循環型の農業や畜産業、水産業の振興」とは、具

体的に何を意味するのか。その長期目標とロードマップを作

成され、貴社が、世界の持続可能な農畜水産業の構築に

おいてリーダーシップをとられることを期待いたします。
＊持続可能性の原則：ナチュラル・ステップの提唱する4つのシステム条件で、持続可能な
社会においては、
1. 自然の中で地殻から掘り出した物質の濃度が増え続けない。
2. 自然の中で人間社会が作り出した物質の濃度が増え続けない。
3. 自然が物理的な方法で劣化しない。
4. 人々が自からの基本的ニーズを満たそうとする行動を妨げる状況を作り出してはならない。
国際ＮＧＯナチュラル・ステップ ジャパンホームページ（http://www.tnsij.org/）より

国際ＮＧＯ
ナチュラル・ステップジャパン

代表 高見　幸子



で、持続可能性についての重要性をさらに認識し、どういう

ことができるのか検討し、取り組んでいきます。こうした限

りある資源を持続可能にする取り組みは、自社における技

術開発はもちろんのこと、企業間そしてNGO・NPOとの連

携も必要だと考えています。

今回、お二人の方から貴重なご意見・ご指摘を頂きまし

た。これからCSRビジョンの実現に向け取り組んでいく味

の素グループへの叱咤激励だと、真摯に受け止め、より具

体的な形で、マイルストーンを明確にし、ただ今作成段階の

ロードマップに反映し、地球社会の持続的発展のため、責

任を果たしてまいります。
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■第三者意見を受けて

取締役　専務執行役員
CSR推進本部長

三浦　勁

本年度は、「CSRレポート」としての発行、2年目になりま

す。昨年度は、CSR活動を推進するにあたり、CSR推進本

部を設立しました。そしてまず、味の素グループはどうい

う姿を目指すべきか、従業員ワークショップでの議論を経て、

「CSRビジョン」を策定し、全役員・従業員で共有化しまし

た。それぞれの仕事が現在、社会にどのように貢献してい

るのかを認識し、社会の要請にどうやって応えていくのか、

検討しています。CSRに取り組む意義を踏まえ、まさにこ

れから、重要な課題について具体的なロードマップをつくっ

ていく段階にあります。

今回のレポートでは、CSRビジョンとそれを具体的にイ

メージする達成像を5つの切り口（食、健康、食資源、人材

育成、パートナーシップ）で表現し、現在の味の素グループ

の活動と結びつけて報告しました。食品会社として、食の

安全・安心を重要課題として認識すればこそ、CSRビジョン

にその文言があってもよいのではないか、というご意見を頂

戴しました。確かに、CSRビジョンと5つの達成像にはその

言葉は明快に表現されていません。しかし、食品メーカーと

して、お客様の安全・安心のために、世界トップレベルの

品質保証体制を構築し、推進することは、最大の責務と考

えています。その観点から、私たちは独自の品質保証体制

「アスカ（ASQUA）」を推進しています。到達すべき目標とし

て、具体的なレベルをロードマップの中で明確にしていきま

す。例えばトレーサビリティについて、原料の魚や穀物など

の飼育・栽培過程などの情報が、具体的に盛り込めるよう、

次回のCSRレポート編集の参考にさせていただきます。

また、持続可能な食資源確保のための取り組みですが、

今回、食品メーカーとして関わりの深い農・畜産・水産業の

振興支援で、現在、どういう活動をしているのかをご報告し

ました。取り組みの成果が十分出ているものや、試行錯誤

の段階のものもあります。味の素グループそれぞれの事業



表紙メッセージ 
表紙の写真は、何の写真かわかりますか？
答えは「キャッサバ」（輪切り断面）。 
　キャッサバは、アジアン・デザートの定番、
タピオカの原料であると同時に、うま味調
味料「味の素　」の原料でもあります。 
　キャッサバに豊富に含まれるデンプンに
発酵菌を加えて発酵させると、アミノ酸の
一種、うま味成分のグルタミン酸ができます。 
　これを使いやすく調味料のかたちにした
のがうま味調味料「味の素 」です。タイや
インドネシアなどの工場で、キャッサバを
アミノ酸原料に使用しています。 
 

R

R

印刷用紙は、適切に管理された森
林で生産されたことを示すFSC
森林認証紙を使用。 

印刷工程では、有害
廃液を出さない水な
し印刷方式を採用。 

印刷インクは、大気汚染の原因となるVOC（揮発性
有機化合物）の発生を減らすため、植物性の大豆油
インキを使用。 

お問い合わせ先　　味の素株式会社  CSR推進本部  CSR部 

〒104-8315 東京都中央区京橋一丁目15番1号　TEL：03-5250-8165　FAX：03-5250-8943 
E-mail：ajicsr_soshiki@ajinomoto.com　URL：http://www.ajinomoto.co.jp/company/csr/ 
本報告書記載記事の無断転載・複製を禁じます。 ◯味の素株式会社2006C
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