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味の素株式会社概要 2000年3月31日現在

■本社所在地：

東京都中央区京橋一丁目15番1号

■創業年月日：1909年5月20日

■資本金：798億円

■売上高：6,144億円

■従業員数：5,068名

■主な商品：調味料、油脂、加工食品、飲料・

乳製品、医薬品・アミノ酸・化成品、その他

発行の目的
この「環境報告書」は、味の素（株）を主体とし、味の素グループ企業が環境をどう考

え、どう対応しようとしているかをまとめ、その取り組みや実績をグループ内外に開示する

ことによって、より一層の社会とのコミュニケーションを図り、さらに事業の透明性と社会か

らの信頼性を向上させ、グループ内の環境意識の高揚を目的として発行するものです。

内容は食品製造という立場から、特にお客様や一般市民の方々にご理解いただける

よう作成しました。また記述内容についても写真、表、図、用語解説を盛り込み、実績デー

タにもとづいた数値または指標によって、できるだけ具体的に表現することに努めました。

この「環境報告書」の対象となる事業所は、国内外で90を超える生産販売拠点からなり

ますが、今回の報告書は国内の味の素（株）生産工場を中心に、研究所、本社・支社の一部

の情報を加え、これまでの取り組み経過と1999年度の実績をもとに編集したものです。

次回の報告書からは、国内外の製造子会社等の取り組みも含めて、さらに内容の充実

を図っていきます。

対象範囲



ごあいさつ

21世紀を目前に、環境問題は地球規模への質的変化と広がりを見せ

ています。天然素材を原料としてグローバルに事業を展開している味の

素グループにとって、自然環境との共生は重要な課題であります。創立

以来、地球的な視野で“食”と“健康”のための安全なもの作りをかかげ

て様々な技術的課題に取り組んでまいりました。特に、バイオ技術を中

心にしたもの作りをベースに、それにともなう副生物の処理や再利用、エ

ネルギー消費に対しても環境への影響を最大限軽減する努力を続けて

大きな成果を残してまいりました。

こうした状況を踏まえ、当グループは1990年代に入って、地球環境問

題という“新しいテーマ”に自主的な取り組みを開始しました。それまで

の工場を中心とした取り組みから歩を進め、1997年には国内外の工場、

研究所、支社、関係会社を含む味の素グループ独自の組織的な対策を

模索するために経営会議の下に「環境会議」を設置しました。

また、地球環境への一層の配慮を実現する新基本方針をもとに

「環境規程」を制定し、これらを実現していくための基本ツールとして、

ISO14001に基づいた環境管理システムの構築を進めています。

その結果、1999年度は永年の懸案であった国内での副生物の海洋

投入を全面的に廃止することが出来ました。また、国内工場での廃棄物

等の資源化率も大幅に進み、82％に達しました。更に、包装材料や容

器の環境に対する影響を評価する指標である「エコインデックス」は、新

しいサラダ油の容器の開発など数多くの環境に配慮した容器や包装材

料の開発導入に成果を上げています。

「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。」という味の素グループ理念を血の通ったものに

するためにも、より一層の環境問題への取り組みを続けていく所存であ

ります。このような取り組みと当社のめざすところをご理解いただくため

に、ここに2000年版の環境報告書をまとめました。報告の回数を重ね

る毎に内容の充実を図りたいと考えておりますので、皆さまからのご意

見、ご指導を賜れば幸いに存じます。

今後とも事業活動とあわせて、当社の環境に対する取り組みに

ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

2000年11月

味の素株式会社

取締役社長
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味の素グループ理念と環境基本方針

理念
「私たちは、地球環境とグローバルな企業活動との調和をはかり、
継続的な環境改善に努め、よりよい社会の実現に貢献します。」
味の素グループは、農畜水産物を主な原料にして、国際的なルールに従い、多くの国や地域でビジネスを展開しています。

気候、政治、文化、宗教、法律など価値観の異なる地域との共生を念頭に、そうした環境との関係を継続的によりよい方向に

変えていくよう努めます。

方針

1. 環境に対するグローバルな動向に関心を持ち、的確な対応に努めます。

全地球的な国際規格や国際的な枠組みなどの国際標準と、世界各国における環境行政や規制を常に注視し、それらに対し

て的確に、計画的に対応していきます。

2. 地球環境への負荷の低減に努めます。

事業活動にともなう地球環境への影響（オゾン層の破壊、地球温暖化、酸性雨、海洋汚染、砂漠化、野生生物種の減少など）

を常に考慮し、すべての事業活動から生じる環境への負荷を低減していきます。

3. 資源を大切にすることを原点に、省資源・省エネルギーに努めます。

主要製品の「味の素」やその他のアミノ酸の製造は資源・エネルギー多消費型の産業です。その製法の歴史は省資源・省エ

ネルギーとの取り組みの連続といっても過言ではありません。更なる生産効率の向上や、日常のきめ細かな取り組みを含めて省

資源・省エネルギーを進めていきます。

4. 資源の有効利用や環境の改善に役立つ、新技術、新システムの開発に努めます。

廃棄物や副生物の有効利用の技術開発はもちろんのこと、生産効率の向上や廃棄物等の発生抑制など、より一層の環境負

荷の少ない生産技術やシステムの開発に取り組みます。

5. 環境保全に関する教育、啓発と情報提供および外部との連携に努めます。

当社グループの環境への取り組みの情報を開示、提供し、社会とのコミュニケーションのより一層の向上を図るとともに、グル

ープ内、ひとり一人の環境意識の向上に努めます。

国内の対象事業所（注1）
■ 本社

海外の対象事業所（注1）

■ 製造子会社等（注2）（21）
味の素製油（株）、味の素ゼネラルフーヅ（株）、味の素パッケージング（株）

（株）味の素タカラコーポレーション、味の素ファインテクノ（株）、味の素ファルマ（株）

味の素物流（株）、味の素フローズンベーカリー（株）、味の素冷凍食品（株）

（株）エースパッケージ、エースベーカリー（株）、熊本デリカエース（株）、クノール食品（株）

熊沢製油産業（株）、（株）コメック、中部クノール食品（株）、デリカエース（株）

東海クノール食品（株）、日本プロテイン（株）、北海道クノール食品（株）、横浜パック（株）

「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。」

■アジア： 29

■欧州： 6

■南米： 5

■北米： 3

合計： 43

■ 生産部門（6）
国際生産推進センター

生産技術開発センター

川崎工場

東海工場

九州工場

鹿島工場

■ 営業部門（12）
東京支社（札幌支店、関東支店、営業ロジステックスセンター）

大阪支社（中国支店、四国支店）

九州支社

名古屋支社（北陸支店）

東北支社

外食デリカ推進部

■ 研究開発部門（6）
知的財産センター

中央研究所

医薬研究所

アミノサイエンス研究所

食品研究所

発酵技術研究所

味の素グループ理念

味の素グループ環境基本方針

注1
「環境規程」に従って、味の素グループとして

環境管理を実施することが求められる事業所。

注2
製造子会社等の中には、複数の対象事業所　

が含まれています。
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環境マネジメント
当社及び製造子会社等の環境マネジメントは、「環境基本方針」と「環境規程」及び「ISO14001*（環境マネジメント

システムの国際規格）」の3つを基軸として具体的な取り組みを実践しています。

環境管理システムにおける考え方は図1に示すとおりです。また、環境管理体制は図2に示すとおり、縦のライン

である「環境会議」の方針が各々の事業所等に配置する環境管理者を通して周知徹底されます。一方、重要な

全社的事項は、横断的な組織として各分野ごとに「部会」を設置して取り組んでいます。

●図2：環境管理体制

物流効率化による車輌運行の低減及び�
ＮＯｘ等の低減を推進�

商品部会� 環境視点に立って、容器包装の見直し改善を推進�
エコインデックス評価法の充実�

生産部会� 国内外工場の環境保全対策の充実と強化�
及び環境調和型プロセス開発の推進�

物流部会�

オフィス部会� 本社、支社等におけるペーパーレス化、�
コピー用紙の削減、節電等オフィス事務に係わる�
省資源・省エネを推進�

資源廃棄物部会�原材料調達から製造・販売にいたる「もの」�
の出入りを、資源や廃棄物として把握する�
システムの構築�

部会活動�

環境会議�

経営会議�

環境監査チーム�

議長：環境担当役員�
議員：国内の工場・研究所・支社等及び国内外の�
 製造子会社等を代表する者�
事務局長：環境部長�
開催頻度：原則年2回�

本社・工場・研究所・支社等�

国内外の製造子会社等�

環境管理者の設置�
環境監査の実施�
環境アセスメントの実施�

環境保全計画�

環境方針�

実行と運用�

点検及び是正措置�

経営者による見直し�

PLAN

DO

CHECK

ACTION

�

情報開示�
（各種アンケート、講演及び�
環境報告書、環境広告等）�

環境会議の実施�
（環境監査及び計画類のレビュー）�

方針の策定と決定�
（環境会議及び経営会議）�

1

2

3

4

5
6
7

8

9

実態把握�
資源廃棄物、容器包装、�
各種調査、報告書等のデータ�

目的、目標、実行計画の策定�

推進体制と環境管理者の設置�
（ＩＳＯ14001*推進連絡会、部会活動�
及び各事業所の環境委員会等）�

規程類の整備と記録�

環境アセスメント�

環境監査実施とフォロー�

●図1：環境管理システムの概念図

下図に示した手順で、PDCA（PLAN、DO、CHECK、

ACTION）サイクルを回し、実践しています。



環境保全計画と実績

1999年／2001年環境保全3ヶ年計画
1. 法規制対応状況を見直すとともに、新規規制に計画的に対応。

2. ISO14001*または、それに相当する環境管理システムを構築し、確実に環境管理を実施。

3. 循環型社会を意識し、より一層の廃棄物の削減や省エネルギーを推進。

4. 社内外への環境に関する情報開示・提供のあり方を決めて、環境年報、環境報告、環境広告を発行。

1999年度取り組み実績
1. 遵法の再確認と新規規制への対応

➜海洋投入停止：国内工場完了（1999/6）。

➜容器包装リサイクル法：2000年対応完了。容器包装排出量把握システム稼動。

➜ 排水の窒素規制：神奈川県上乗せ規制対応完了。

➜ダイオキシン規制：排気ガス中の量を分析し遵法を確認。規制より厳しい目標値（0.1ng-TEQ*/Nm3）*を設定し対応中。

➜ 廃棄物処理法対応：契約書、マニフェスト*制度に重点を置き、支社、製造子会社等の「環境監査」を実施。

2. ISO14001*構築活動の拡大

➜ 予定通り実施。（詳細はP8「ISO14001への取り組み」を参照）

3. 廃棄物及び省エネルギーの更なる推進に向けた基盤整備

➜ 廃棄物実態把握システムの再構築：国内工場完了。本社・支社及び製造子会社等の実績調査実施。

➜ 資源化率82%、ゼロエミッション達成率91%。

（詳細はP16「ゼロエミッション活動*」を参照）

4. 環境監査の実施

➜ 30事業所で実施。（詳細はP9「内部環境監査」を参照）

5. ダイオキシン等の化学物質への対応

➜ダイオキシン特別措置法やPRTR法*に向けて準備中。

（詳細はP20「環境影響物質への対応」を参照）

6. 情報開示と環境啓発

➜「味の素（株）環境への取り組み」のパンフレット発行、社内外で講演、ホームページ開設、取材対応、雑誌投稿など。

➜ 外部講師による環境経営に関する講演会開催、環境フォトカレンダー作成。

*はP32「用語説明」をご参照ください

07

経営方針とリンクした1999年／2001年の環境保全3ヶ年計画を策定し、

具体的な課題と目標を設定して取り組んでいます。
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ISO14001への取り組み
当社及び製造子会社等は、環境基本方針の具体的な取り組みのひとつとして、ISO14001*を環境

マネジメントの基本ツールに位置付けています。

国内外のすべての事業所では、ISO14001の構築または、それに相当するシステムの構築を基本

方針として、各事業所の体質改善に主眼をおき、着実に取り組んでいく体制をとっています。

1999年度の取り組み状況は、次のとおりです。

2. 現在取得を準備している事業所
国内工場 味の素（株）川崎工場

国内製造子会社等 味の素冷凍食品（株）中部工場、東海クノール食品（株）等、数社

海外工場
マレーシア（マレーシアパッケージングインダストリー（株））、ブラジル（リメイラ工場）

ベトナム（ベトナム工場）、タイ（パトムタニ工場）

味の素（株）九州工場

佐賀県佐賀郡諸富町

1998年7月24日取得

味の素（株）東海工場

三重県四日市市

1999年11月24日取得

ゴミ一つなく気持ち良い構内

認証審査 認証審査

場内にトンボが飛び交う池

1. 認証取得した事業所

（注）マレーシアパッケージングインダストリー（株）は2000年9月に取得しました。



内部環境監査
環境規程にもとづき、90箇所を超える国内外事業所を

対象に、1999年6月から内部環境監査を実施しています。

09

1999年度は開始初年度に当たり、右の項目に重点を

おいて支社・支店から実施しました。

1.「環境規程」の対応状況

（PDCAサイクルの実施状況の把握）

2.廃棄物に関する「遵法の確認」と「管理状況の把握」

（契約、マニフェスト*伝票、量と種類の把握、目標設定など）

3.遵法と新規規制への対応状況

4.危険物の管理状況

5.「自己採点シート（チェック100項目）」の実施内容確認

6.周辺環境の確認

1999年に日本経済新聞社が実施した「企業の環境経

営度調査」において、当社は有効回答875社の内、125

位にランキングされました。

●監査重点項目

部門 事業所数 指摘件数 主な改善項目

廃棄物の契約とマニフェスト*の記載不備

支社・支店 12 31 管理体制と実行計画策定が不充分

全社方針の伝達・周知が不充分

廃棄物の契約とマニフェスト*の記載不備

国内製造子会社等 9 31 管理体制と実行計画策定が不充分

全社方針の伝達・周知が不充分

法規制の体系整備

海外工場 9 27 クレーム対応

環境アセスメントの実施

1. 計画

2. 実績

国内は12ブロックに分け、2年間に1回。

海外は7ブロックに分け3年間に1回の頻度で実施

しています。

外から見た当社の環境経営度
CO2対策�

環境コスト�

情報開示�

化学物質管理�

環境汚染対策�

ISO 14001

環境組織�素材部材調達�

対外連携�

総発生量�

総排出量�

CO2排出量�

産廃対策� 65

48

47

59

62

57

60
69

55

47

44

71

68

20

0

40

60

80

味の素（順位：125位、得点：607点）�

周辺環境の現場査察

ブラジル（ラランジャール）での監査風景
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事業活動と環境とのかかわり

「味の素」（MSG）やリジンなど、アミノ酸類の主原料はさとう

きびに代表される「糖蜜」や「澱粉」「大豆」などの農産物天然

素材です。

製造技術の中心は、自然界に存在する微生物による発酵

技術と、その発酵液の中から高収量で分離、高純度に精製

する技術で成り立っています。

生産工程の特徴は、「水資源（河水及び工業用水）」、「エネ

ルギー」等を多量に使用することと、副生物や排水が多量

に発生することです。

そのため、今日まで味の素（株）の90年の歴史は｢コストダ

ウン｣はもとより、「資源・エネルギーの節約」と「副生物の発生

抑制や有効利用技術開発」であったと言えます。

商品は、粒状・固体・液体等いろいろで、直接口にするもの

がほとんどであり「賞味期限」、「環境に配慮した容器包装」、

そして「コスト及び経済面」を加味した商品の提供に取り組ん

でいます。

1991年には当社独自の容器包装評価システム「容器包装

のエコガイド」を導入し、包装材料や形状がどの程度環境に

配慮されているかを開発時点で評価し、改善に取り組んでい

ます。（P22「環境に配慮した容器包装への取り組み」参照）

家庭で排出された廃包装材料は自治体等で分別回収さ

れ、再商品化されます。（容器リサイクル法）

当社は容器包装材料の義務量を法律に従って正しく把握

し、これらに適正な対応をしています。

事業活動と環境とのかかわりは、以下の3点に集約されます。

1.副生物の発生抑制と有効利用

2.省資源・省エネルギー

3.容器包装の質と量

11

「味の素」アミノ酸生産工程の特徴 「ほんだし」「Cook Do」生産工程の特徴

商品と容器包装

風味調味料（「ほんだし」など）や「Cook Do」などの加

工食品は、当社素材原料と種々の農産物・水産物・畜産

物原料を加工して製造されています。

製造技術は、天然素材原料の精選に始まり、粉砕、混合、

調理、レトルトなどです。

生産工程の特徴は、極めて僅かですが食品廃棄物が

発生します。

排水�

加工� 焼却・熱回収等�

副生物�

肥料等�

商品�

出荷�

包
装
材
料�

さとうきび� 糖蜜� 発酵� 分離� 晶析� 乾燥� 計量・包装�

多
量
の�

　
水
資
源�

多
量
の�

　
エ
ネ
ル
ギ
ー�

浄化�

河川放流�

廃棄物�

廃包装材料�

消費�

かつおぶし� �粉砕� 混合・造粒� 乾燥� 計量・包装�

野菜�
各種調味料� 前処理� 調理� レトルト� 計量・包装�

排水�

浄化�

河川放流�

副生物�

廃棄物�

商品�

出荷�

廃包装材料�

消費�

水
資
源�

エ
ネ
ル
ギ
ー�

包
装
材
料�

・・・

・・
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生産、研究、営業部門での資源フロー

13

味の素（株）国内4工場、6研究所、5支社等の活動における主要資源使用量と排出量　　　　（物流用オイルは含まず。1999年度）

活
動�

エネルギー�

電力 110百万KWH

ガス 80百万m3
�

重油 50千KL

原材料�

エネルギー＋原材料� 大気系＋水質系＋廃棄物等＋商品�

主原料 410千t

副原料 110千t

容器包装材料 40千t

4工場

研究所

本社・支社�

大気系�

CO2 122千t

NOx 0.3千t

SOx 1.7千t

水質系�

BOD 0.15千t

窒素 0.9千t

リン 0.04千t

排水� 排水量 84,800千t

廃棄物等�

商品�

埋立 5千t

焼却 24千t

資源化 113千t

製品 320千t

容器包装材料 40千t

OUT PUTIN PUT

水�

上水 600千t

工業用水 39,000千t

冷却用河川水 45,600千t

地下水等 600千t

合計 740千t 合計 627千t

84,800千t

180千t

124千t

1千t

142千t

360千t

560千t

85,800千t

（原油換算）�

投入資源の特徴は電力及び燃料の使用量が多く、そのために冷却用水の使用量

が極端に多いことにあります。

水使用量は区分してわかりやすく表わしました。

IN PUT
排出資源の特徴は、商品量に比較し、廃棄物等*が多く、資源化等リサイクルが最大

の課題であります。

排水は間接冷却水（工程液と全く接触しない水）と直接冷却水（工程液と接触

する水）に区分され、工業用水を中心にした直接冷却水は浄化処理し、放流しています。

OUT PUT
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当社主製品は糖蜜や澱粉等の天然物を原料としその中の

必要成分（例、糖類、ビタミン類）を高効率で活用し、その他

の成分は精製する工程で取り除かれ副生物となります。

有機窒素を多く含む固形物は肥料として資源化し、あるも

のは畜産飼料用に有効活用しています。

また、高発熱量の副生物は自社焼却し熱として回収す

ると共に減容化し適正処分しています。

これら副生物発生量は、天然物原料の品質に多大な影響

を受けますので環境問題には重要なポイントと認識し、製造

技術の開発とあわせて取り組んでいます。

副生物に対する取り組み

�

副生物�

固形物�

廃液�

海洋投入�

焼却�

埋立�

活性汚泥処理� 余剰汚泥�低濃度廃液�

高濃度廃液�

肥
料
原
料
・
土
壌
改
良
剤�

熱
回
収�

有
効
利
用
と
資
源
化�

（1999年6月全面停止）�

高濃度廃液の取り組み経過

高濃度廃液の発生量抑制とその処理は当社の大きな課題です。

したがって、当社では早くからこの課題を重視し、さまざまな取り組みと投資を行ってきました。ここに経過を紹介します。

●副生物処理のフローチャート

1980年代

67,000t/YMSG,リジン生産量

課題

環境費用（設備費＋人件費）

対策

高濃度廃液発生量
（海洋投入量）

発生量を削減

約40億円／年

焼却処理設備
の増強による自社処理

①川崎工場での
MSG発酵停止

②焼却炉の増強
③副生物有効利用の
技術開発

①九州工場での
リジン生産停止

②焼却炉の増強
③副生物有効利用の
技術開発

40（万t）

この頃発生量がピーク

1990年頃

61,000t/Y

ロンドン条約*対応と海洋投入の停止

25（万t）

1996年

40,000t/Y

8（万t）

川崎工場海洋投入停止

1999年

44,000t/Y

0.3（万t）

九州工場海洋投入停止
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使用原料と副生物

「味の素」の原料はいろいろな農作物であり、ほとんどのも

のが東南アジアやブラジルなどで栽培されるさとうきびや各

種デンプンを主原料として製造されます。

これらの生育は天候（例、エルニーニョ）等により多大の影

響をうけ価格は大きく変動します。

原料中の主成分（糖類等）や発酵に有用な微量成分（ビタ

ミン類等）の含量は製品収率や副生物発生量に大きく影響し

ます。

私達は、これらの変動をうけても最大限に活用出来る技術

開発をつづけ、製品コストや環境対策費用が最適になる配

合比、運転条件で生産しています。

右図は代表的な主原料の価格、品質と製品収量、副生物

発生量を相対比較したものです。

副生物の循環利用に向けて

右の図は、よく知られている資源循環を味の素製造と関連

の深いさとうきびで描いたものです。

精糖工業ではさとうきびを絞り、煮詰めて、砂糖を製造し

ますが「味の素」もこの絞り汁（糖蜜）を発酵原料に用いてい

ます。

さとうきびは茎部に繊維質が多く、絞り粕（バガス）の有効

活用が重要なポイントとなります。

当社は、このような資源循環（バイオサイクル）を目指してい

ます。

製
品
収
量�

副
生
物
発
生
量�

安い�

原料A 原料C原料B

多
い�

少
な
い�

高い�

悪い� 良い�

価格�

品質�

〈収穫〉�

〈絞り〉�

〈発酵〉�

〈副生物加工〉�

〈分離・精製〉�

さとうきび畑�

さとうきび�

バガス�

（燃料用）�

（堆肥用）�

糖蜜�

発酵液�

液肥�

堆肥�

蒸気�

砂糖�

味
の
素
の
工
程�

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・
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糖蜜や澱粉などの農産物を発酵原料として生産する事業活

動において、多くの副生物や廃棄物が排出されます。発生量

の削減とその有効活用や適正処分*が当社の大きな課題であ

ると考え、これまでも最大限の努力を重ねてきました。

1996 1997 1998 1999
0

50

100

150

200

0

20

40

60

80

100

163

100

53

171

101

61

161

104

45

138

113

12

ゼロエミッション達成率�

資源化率�

%

資源化量�発生量�

単位：千t

年�

外部処分量�

68%
65%

72%

91%

62% 59%
65%

82%

ゼロエミッション活動*

2010年までを3段階に分けてゼロエミッション達成率、

資源化率の目標値を以下のように定めています。

1. 計画

2. 実績

目標値90% ➜ 実績91%

ゼロエミッション達成率

目標値80% ➜ 実績82%

活動実績（国内工場・研究所・センター）

九州工場における発酵副生液発生量抑制と自社処理、資

源化による海洋投入の停止により、ゼロエミッションは大幅に

進捗しました。

資源化率は、主として九州工場における肥料化の推進や

アンモニア回収及びメタン発酵などの稼働により、大幅に進

捗しました。

計画年度 ゼロエミッション達成率目標 資源化率目標

第一段階 ～2001 90%（海洋投入停止） 80%

第二段階 ～2005 93%（有機性廃棄物処理） 90%

第三段階 ～2010 99%（無機性一般廃棄物処理） 95%

原料� 生産活動� 製品�

廃棄物等＊�

廃棄物�副生物�

資源化�

資源化�

処分�

処分�

事業所�

場内�

場外�

ゼロエミッション　�
達成率（重量％）

＝�
＋� 処分�

廃棄物等�
×100

資源化率（重量％）＝�
廃棄物等�

×100

資源化�

資源化�

資源化率

ゼロエミッション達成率、資源化率の考え方
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（単位：t）

種類 発生量 資源化量 用途

汚泥 91,815 77,920 有機肥料原料,土壌改良材等

廃油 2,659 2,432 原料としてメーカーへ供給

廃酸・廃アルカリ 36,231 28,637 工程リサイクル、熱回収

廃プラスチック 467 108 燃料として供給

燃え殻 1,439 137 セメント原料

一般不燃物 133 0

事業系一般ゴミ 217 107

動植物性残さ 854 545 飼料原料

廃商品 303 0

木くず 189 27 熱回収

紙くず 702 663 古紙回収

繊維くず 52 2 熱回収

ガラスくず 42 35 ガラス原料

金属・缶 1,846 1,846 金属原料

その他 1,205 543 熱回収

合計 138,154 113,002

資源化率 82%

●廃棄物等の処理実績

廃棄物等�
総発生量�

国内4工場、�
研究所、�
センター�

（海洋投入は1999年6月全面停止）�

千トン�
（100%）�

処分量  25千トン (18%)

資源化量  113千トン (82%)

肥料化�

原料等�

熱回収�

焼却�

海洋投入�

埋立�

50%

23%

27%

12%

8%

80%
138

「エスサン肥料」と収穫されたイチゴ

肥料用乾燥汚泥

アンモニア回収設備

（この差25千tは処分量）

●廃棄物等*の処理の内訳
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「味の素」や各種アミノ酸は、原料から発酵・分離・精製して製造しています。そのために多量のエネルギーを使用している

ことから、省エネは重要な課題であると考えています。この省エネへの総合的な取り組みの成果が、地球温暖化*防止などの

環境保全に結びついています。

省エネルギーと地球温暖化防止活動

J

J
J J

J

J

J J J J

127

107 103 101
107

75
66 66 64 66

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

50

J

J

J
J

J

J

J J
J

J

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

75

100

125

省エネ委員会発足�

省エネ〈蒸気〉�75/9–76/4

第一次省エネ〈全社〉�76/5–76/3

第二次省エネ〈全社〉�77/5–77/12

省エネ〈蒸気・電力〉�79/3–79/9

第三次省エネ〈全社〉�90/4–92/3

省エネ〈電気・蒸気〉�92/4–94/3

省資源・省エネ〈全社〉� 98/10–

千KL

年�

原油換算千KL/年�

�

0

100

200

300

0

20

40

60

80

100
(%)

199
176 177 178 177

100

79 77 78 81
原単位（指数）�

原単位（1990年を100とした指数）�

原油換算量（千KL）�

原油換算量（千KL）�

原単位（指数）�

千KL

1990 1996 1997 1998 1999

原単位で20%削減
（原単位＝原油換算量：KL／生産額：億円）

1.目標

事業活動の発展とエネルギーの有効活用の指標として単

位生産額当たりの原油換算量を2001年度までに1990年度

比20%削減を目指します。

2. 実績

1999年度　　19%削減

●味の素川崎工場の省エネ活動と燃料使用量の推移事例

省エネルギーへの取り組み

●四工場の省エネ実績（対象エネルギー：燃料、購入電力）

第1次オイルショック以降幾次かの省エネ活動を行い、すで

に目標は達成しています。そして、現在でもこのレベルを維持

しています。

本工場は国内主力工場であり、約25年前から本格的な省

エネに取り組んでいます。

1980年～1981年にかけて大幅削減できたのは、これまで

の活動成果に加え、製法転換や新鋭設備の導入効果が総合

化され、ボイラー2基を1基にできたことによります。



19

省エネと製造技術の改善により国の基準（2008年から2012年

の平均排出量を1990年度比6%削減）を上回る削減を目指します。

空気� 天然ガス� 水� 購入電力�

発電機�

電気�

ガスタービン�

燃焼機�

ボイラ� 排熱回収�

蒸気� 電気�

蒸気タービン� 発電機�

製造工程�

通常のエネルギー供給�

1.目標

1990年度比6%以上削減

2. 実績

製造技術の向上やコジェネレーション設備導入等で、すでに

目標は達成しています。

1990 1996 1997 1998 1999

ボイラー 88 82 83 87 84

購入電力 21 14 12 9 9

焼却炉 9 10 10 10 11

発酵 14 11 11 11 11

排水処理 1 2 2 2 3

汚泥乾燥 0 1 1 1 1

その他 2 2 2 2 2

合計 135 122 121 122 121

指標 (%) 100 90 89 90 89

●四工場のCO2発生量推移（炭素換算量：単位千t／年）

CO2発生量削減への取り組み

●東海工場コジェネレーション*のフローチャート

1999年度　　11%削減

当社は、三工場にコジェネレーションを導入し、通常の発電よりおよそ2倍の効率でエネルギーを利用しています。
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環境影響物質への対応

法基準及び実績 川崎工場 東海工場 九州工場

焼却炉能力 Wet-t/day 220 47 66

法基準（暫定）ng-TEQ/Nm3 80 80 80

排ガス 法基準 ng-TEQ/Nm3 1 10 5

自主基準 ng-TEQ/Nm3 0.1 0.1 0.1

測定値 ng-TEQ/Nm3 0.27 0.044 0.77

測定日 00/1/28 99/7/15 99/8/24

法基準 ng-TEQ/g 3 3 3

焼却灰 実績 ng-TEQ/g 0.83 ND 0.039

測定日時 00/1/28 99/7/30 99/8/24

法基準 pg-TEQ/L 10 10 10

排水口 実績 pg-TEQ/L 0.25 0.012 0.095

測定日時 00/4/13 00/9/6 00/8/4
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年� 1980 1996 1997 1998 1999
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100
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環境保全は複雑化しており、大気汚染や水質汚濁などの公害に加えて各種新規化学物質による汚染などもあげられること

から、より確実な管理が求められています。これまでも当社は、大気保全や水質保全など生産活動に伴う公害発生防止には

先進的な取り組みを行っていますが、今後も規制を考慮して環境負荷の改善に努めていきます。

自社処理の1つである焼却設備にあっては、排ガ

ス中のダイオキシンの発生量を最少限にするべく自

主基準を設定し、運転管理や対応技術の向上により

削減に努めています。

●SOX排出量の推移（SO2換算量） ●NOX排出量の推移（NO2換算量）

●分析値実績

環境負荷の改善と併せて安定したエネルギー確保とコスト

低減を図るために、1985年以降順次天然ガス（LNG）への

転換を進め、地域に天然ガス配管が整備されていない工場

を除いて転換は完了しました。

この結果、SOxは20年前の25%、NOxは70%程度まで低

減できました。

今後も継続して削減に取り組んでまいります。

大気の保全

ダイオキシンの管理

2000年以降はCo-PCB*を含む分析値 東海工場の焼却炉

*

*
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製造工程からの排水を確実に処理して環境負荷を最小限に抑えるために、当社では活性汚泥処理の後に凝集沈殿処理

を行ったあと河川に放流しています。

川崎工場 東海工場 九州工場

BOD T–N T–P BOD T–N T–P BOD T–N T–P

規制値 平均 50 40 3 20 60 8 60 60 8

最大 60 80 6 25 120 16 80 120 16

実績 平均 5.2 25.6 0.2 4 7.5 0.8 2 38 0.1

最大 7 33.5 1 4.1 18.3 2.9 5 71 0.2

1. 活性汚泥処理量（負荷量）

単位 1996年 1997年 1998年 1999年

排水量 千t 6,629 6,927 7,156 6,525

BOD t 10,530 10,240 10,910 10,150

T–N t 1,750 1,770 1,490 1,400

T–P t 130 210 130 110

2. 河川排水量（間接冷却水を除く）

単位 1996年 1997年 1998年 1999年

排水量 千t 53,925 56,313 57,922 49,430

BOD t 150 140 160 150

T–N t 1,020 1,260 1,000 890

T–P t 89 60 41 17

3. 河川排水規制値及び実績（鹿島工場は河川放流なし）

1. 特定フロンの管理

製造工程で使用する大型冷凍機では特定フロン*を使用し

ています。管理を確実にして安全に使用しながら計画的に

転換を図っていきます。（代替フロン転換率54%）

2. PRTR法*に向けて

新たに法規制になる化学物質の排出・移動に関する登録

制度に、的確に対応していきます。

該当物質は対象354物質中アクリロニトリル、アセトニトリル、

ジメチルホルムアミド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、エチ

レンジアミン四酢酸、リン酸トリス、ピペラジンの9物質です。

3. PCBの管理

過去に使用していたコンデンサーをはじめ、PCBを含有し

た絶縁油を使用している機器は、適切な管理のもとに合計

86台保管しています。

4. 内分泌攪乱化学物質（いわゆる環境ホルモン）

生体の発生、成長、生殖の調節を阻害すると問題視され

ている、いわゆる「環境ホルモン*」については、社内の製品

評価委員会事務局内に「EDC検討会*」を設け、今後の対策

を検討しています。

化学物質の管理

水質の保全

（単位：ppm）

製造工程で使用する化学物質については、各種法規制への対応はもちろん、リスク評価を含めた安全管理を行っています。

最近の新規法規制の動向にも確実に対応して、さらに環境改善に努めていきます。
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商品の品質を保持するために容器包装があります。また、同時に商品の顔として、お客様の購買行動を決定するための様々

な情報を発信するという重要な役割もあります。

当社では、色々な事業分野があるため、それぞれ形態の違った容器包装を使用しています。このように様々な条件をあわせ

持つ役目のある容器包装に対し、環境視点に立った場合どのようなことに配慮をしなくてはならないのかを示した、当社独自の

評価基準が「エコガイド」です。

「エコガイド」は当社の地球環境保護に関する企業姿勢を商品の包装を通じて具現化するための明確な指針・手法として、商

品の包装に関わる部門の担当者向けに作成したガイドラインです。

環境に配慮した容器包装への取り組み

①容器包装の材質についての考え方

選定の考え方優先順位

1.人体・生態・自然環境にとって有害な物質を出さないか
2.省資源化がなされているか
3.資源の有効利用がなされているか
4.リサイクル適性は良いか
5.廃棄適性は良いか

各素材における主な留意点

ガラス： 内容物が光（紫外線）によって劣化する場合で、茶色のガラス容器を使

う必要がある場合を除き、原則として無色ガラスを使用すること。

金属： 肉厚を可能な限り薄くするため、業界の先端情報を充分取り入れて設

計すること。

より環境負荷の少ないPETフィルムラミネート缶が使えないかを検討す

ること。

プラスチック類： 塩素を含まない樹脂を使用すること。

容易に減容できる構造の検討をすること。

紙類： 強度、印刷適性、機械適性等を考慮する中で極力再生紙使用比率の

高い材料を選択すること。

容易に折りたたむことができるように設計すること。

「エコガイド」

（アドレス　http://www.ajinomoto.co.jp/ajinomoto/A-Company/company/kankyo/index.htm）
＊お客様へは概説版として「環境視点に立った容器包装の考え方」を公表しており、インターネットでもご覧いただけます。



23

●エコインデックス評価表

業務用

同左

但し、外装及び緩衝包装材料類も含む。

評価ポイント

家庭用

中味商品を過剰に包装していないか。中味を使

用するにあたって開封作業回数はどのくらいか。

商品の開封後、包装材料が捨てられるまでどの

くらいの期間があるか。容器再利用のため詰め替

え商品が用意されているか。

商品の中味重量あたりの使用後に廃棄される包装材料の重量はどのくらいか。

包装材料にどの程度リサイクル素材を利用しているか。

既存、又は今後構築されるリサイクルシステムに適合する素材を使用しているか。

廃棄包装材料の排出にあたって、リサイクル可能な部分が容易に分離できる構造か。

包装材料の単位重量あたりの燃焼熱量はどのくらいか。

使用後包装材料の廃棄にあたって収集しやすいように容積を小さくできるか。

法に定められた表示義務以外に環境保護に有用な情報の提供、訴求がされているか。

従来品、競合品と比べて環境対応面で改善され、優れているか。

評価ポイントにはあらわれないが、環境保護に対する企業姿勢を訴求できるような努力がされているか。

従来品、競合品に比べて改善ポイントは何か。

評価ポイントが悪い項目について環境対応以外の包装機能との関連はどうか。

今後の改善策はどうか。

評価項目

特別評価事項

付加コメント

省資源

リサイクル適性

廃棄適性

表示、他

多重包装度

使用期間と

詰め替え商品の有無

廃棄包装材料量

再生素材利用度

リサイクルシステム適合性

分別収集対応性

燃焼熱量

廃棄時減容度

環境対応表示の有無

改善努力差別化

1997年に施行された容器包装リサイクル法は「ガラス製容器」や「PETボトル（飲料、しょうゆ用）」のみが対象でした。

2000年4月、同法の完全施行に伴い「プラスチック製容器包装*」と「紙製容器包装*」にも再商品化が義務づけられました。

これにより適正に分別回収された容器包装を再商品化するために、当社が排出する義務量に対して約2億円を指定法人

に納めています。（廃棄量削減や環境に配慮した包装材料検討については次ページをご覧下さい。）

●1999年度容器包装材料使用量及び再商品化義務量（家庭用商品）

素材

スチール缶 2,615 0

アルミニウム製容器 254 0

ガラスびん 11,128 11,128

紙製容器包装 10,727 8,673

プラスチック製容器包装 10,303 9,420

PETボトル（飲料、しょうゆ用） 0 0

合計 33,671 29,221

容器包装リサイクル法への対応

（t /年）

②エコインデックス評価法
当社独自の指標「エコインデックス評価表」を、1991年より世間に先駆けて導入しました。これは新製品開発の段階で容器

包装を評価する指標として定着しています。

容器包装材料

使用量 対象量 対象の有無

再商品化義務

対象外

対　象
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旧22 新24 旧23 新25

25

商品の容器包装は「エコインデックス評価表」によって①省資源、②リサイクル適性、③廃棄適性、④表示、にポイントをおき

環境に配慮されているかを評価しています。ここに主な事例を紹介します。（★：1999年度実施）

「ほんだし」150g箱 「Cook Do」13商品

個箱の紙の量を削減（1箱あたり約13%の減量）

●容器包装改善の事例紹介

包装材料の削減

「味の素KKサラダ油」スタンディングパウチ

「ちゃんとごはん」

外袋を廃止（8t/年）

「ほんだし」
「ほんだし いりこだし」
の共通8g小袋

小袋の幅を4 m m
縮小（約0.05g）す
ることによって重
量を削減（1t/年）

「ほんだし 煮物上手」

ガラス瓶の厚みを薄くすることで
1瓶あたり35g（約18%）の削減

環境逸品ギフト（1999年お中元）

フタと箱を一体化することで全体の紙の使用量を約16%削減

詰め替え 再生資源利用

「味の素KKサラダ油」
スタンディングパウチと
ボトル

カップスープ
4袋入り箱

個箱に再生紙を使用

リサイクルしやすく

「ほんだし 煮物上手」「ほんだし・鰹まる」
「Cook Do」オイスターソースなど

ゴミの分別収集に対応した瓶からはずしやす
い新キャップ「はずせる君」の開発・導入

業務用「バッグインボックス」

食用油斗缶をバッグインボックス
（段ボールとポリエチレン袋）に変更

「ほんだし」150g箱
『このパッケージは再生紙を使用しています』

食用油全商品
『油を流しに捨てないようにしましょう。』

家庭における分別排出のための包装材料の
材質表示（例）「エビシューマイ」
外装 ： プラスチック
トレイ： プラスチック
※塩素系の包装材料は使用しておりません。
※捨てる時はお住まいの自治体の区分に
したがってください。

環境に配慮した表示

塩素系樹脂をなくす （家庭用・業務用商品ともに切り替え）

オリーブオイル

「ほんだし」瓶と
50g袋

➜

➜
91mm

63mm

4mm

➜

1

2

3

1

2

3

★調味料（業務用）
「味わいだし」1Lボトル

★ギフト（家庭用）
「ギフト厨房」麻婆豆腐用（中華）

アルミパウチ4層( 5 . 0 5 g )を3層
(4.69g)にしたことにより重量削減

★冷凍食品（業務用）
なにわのおつまみ餃子

トレーの廃止により段ボールも42%
削減。全包装材料を約1/2に削減

★アミノ酸（家庭用）
「アミノバイタルウォーターチャージ」
4袋入箱（15g粉末袋×4袋）

外紙の重量削減により、1個装あた
り60g減量

廃棄時つぶしやすい

★ギフト（家庭用）
「鰹だしつゆ」500ml瓶

発売時のものは250gのガラス瓶でした
が、今回は190gで24%の軽量化

「ほんだし いりこだし」箱

プラスチック使用量
削減率 53%

廃棄容積
削減率 89%

食用油初！
’99日本パッケージング

コンテスト
通商産業大臣賞受賞

★調味料（業務用）
「Cook Do」1Lボトル

胴体部分のシュリンクラベルをPVC（ポリ塩化ビニール）からPETに変更

袋入り食用油のボトル
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本社及び支社での取り組み

1.廃棄物資の分別と資源化の推進

2.事務用紙の削減と再生紙の使用

3.グリーン購入*の推進

4. 非木材紙（さとうきびの繊維）の活用推進

5.省エネルギー

1996年 1997年 1998年 1999年

コピー用紙使用量 36 38 39 44

本社をはじめとしたオフィスでは、電力、上水等のエネルギー及び事務用紙など多くの資源を使用しています。

これらの資源の削減とともに、使用後の資源化と購入時のグリーン購入*を推進しています。

今後の取り組みとして、全オフィスに活動を広げています。

目標

実績

1. 廃棄物の削減及び資源化の実績

2.コピー用紙の使用実績

業務の増加に伴い使用量も増加しており、電子化推進の

効果などの成果は顕著とは言えません。

今後は両面コピーや電子化の更なる活用を主に削減を進

めていきます。

1. 本社での活動

廃棄物の発生量 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 用途及び資源化
及び処理（単位t）

紙類1（一般文書） 226 242 166 150 153 再生紙原料

紙類2（焼却文書） 53 34 0 0 0 焼却処理

厨芥 63 71 70 72 68 焼却処理

ビン・缶 12 21 8 10 11 再生原料

粗大ゴミ 1 1 1 1 3 埋め立て処理

サンプル（商品） 10 7 19 14 4 焼却処理

廃プラスチック 15 29 11 14 12 埋め立て処理

合計 382 405 277 259 251

資源化率（%） 69 74 64 63 65

紙類は発生量の削減と資源化に大きな成果を上げました。厨芥（食堂生ゴミ）の適正処理が今後の課題となります。

（t /年）

（t /年）

環境改善通信の発行



1996年 1997年 1998年 1999年

電力 千kWh 2885 2969 3051 3070

ガス 千m3 186 199 202 202

上水 千m3 22 23 24 23

1. 廃棄物発生量と資源化の実績

処分 資源化 合計

紙類 43 407 450

プラスチック 88 6 94

ガラスビン 13 16 29

金属缶 13 5 18

その他の不燃物 23 0 23

生ゴミ 123 0 123

一般ゴミ 84 0 84

廃棄商品* 2,663 0 2,663

商品見本 110 0 110

合計 3,159 434 3,593

資源化率 12％

使用量

電力 6,819 千kWh

燃料（灯油） 64 KL

上水 41 千m3

事務用紙 99 t

3. エネルギーの使用実績

現状は以下のとおりですが、今後の課題として取り組んでいきます。

オフィスでの活動は本社中心から全体のオフィスへ活動を拡大していく計画です。

1999年度は実態の把握にとどまりましたが、次年度以降に活かしていきます。
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2. 本社・支社の実績

2. 資源使用量の実績

① 名刺、会社案内や各種パンフ

に使用

②封筒へ採用

③キャリーバッグ（紙袋）への採用　

を検討

本社の事例紹介

①文房具（再生紙や、リサイクル原

料使用のものなど）

②封筒（再生紙を利用）

その他、工場ではペットボトルから

作った作業服を使用しています。

（ t／年）

グリーン購入*

①一般ゴミ可燃物

②一般ゴミ不燃物

③電池、上質紙、新聞、雑誌、

チラシ、生ゴミ等に分別し

ています。

分別回収

バガス*紙の活用
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コミュニケーション

プレジデント社主催の環境フォトコンテスト「写真が語るエコ

ロジー」に協賛（各業種から1社）。当社は今年で協賛6年目を

迎え、募集テーマは「大地」です。当社の原料はさとうきびで

あり、大地の恵み

により生かされて

いることに敬意を

表しこのテーマで

協賛を続けてい

ます。

http://www.president.co.jp/photocon/frame.html

●環境フォト・コンテストに協賛

●環境面での広告及びPR
残さず食べる、ということと環境をあわせた広告を発信しました。

日本広告主協会「第38回消費者のためになった広告コンクール」

新聞広告部門において通商産業大臣賞を受賞

社外

●「暮らしの包装商品展99」に出展

（社）日本包装技術会主催による一般消費者対象の展示会

です。77社、6団体が出展し、期間中「99日本パッケージング

コンテスト」通商産業大臣賞に「味の素KKサラダ油」スタン

ディングパウチが選ばれ表彰式

も行われました。当社ブースで

は瓶からはずしやすい新キャ

ップ「はずせる君」の体験コー

ナーも設け好評でした。

●「味の素KKサラダ油」スタンディングパウチ各賞受賞

包装分野で評価され、受賞しました。従来のボトルに比べ

るとプラスチック重量で53%、容器で89%の削減となり、

食用油では初めての詰替えパウチです。

東海工場では、地域との共

生を大切にするため場内を開

放した秋のイベントとして近隣

の方々に定着しています。1999

年には約2500人の来場があり

ました。

★『99日本パッケージングコンテスト』通産大臣賞

★『1999 World Star Award』食品部門入賞

●「大学・短大セミナー」（対象：先生）

各支社・支店において毎年夏に開催していま

す。99年度は東北支社、中国支店、札幌支店にお

いて環境問題についての講演を行いました。

●近隣の清掃活動

川崎、東海、九州の各工場で

は工場のそばを流れる川の清

掃活動を定期的に行っています。 多摩川の清掃

毎年10月、九州工場

内において地域の人達

とのふれあいを重点

に開催しています。1999

年には約5000人の来

場がありました。

●「オータムフェスティバル」

メインイベントの綱引き
子供たちに大人気 縁日コーナー

●「ふれあいフェスタ」

2000年味の素賞「大地のいきづかい」

・・・・・



社内報で環境への取り組み（全5回シリーズ）の紹介をし、

企業として、また一市民として意識のもち方の重要性を訴え

ました。

●社内報での紹介

●容器包装改善提案会

環境負荷をより少なくした包装材料の開発を目指し、当社

主要商品の改善サンプル60数点について、包装の簡素化、

サイズ縮小、薄肉化、材質変更、包装形態の変更の各テーマ

に基づいて展示及び解説を行いました。社長をはじめ役員、

製造子会社関係者を含め300人近い参加者がありました。

●「2000年環境カレンダー」の作成

「環境フォト・コンテスト」で当社テーマへ応募いただいた中

の優秀作品とともに、当社の環境基本方針を英文で掲載し

たカレンダーを作成しました。これは国内外の製造子会社等

へ送られ、味の素グループの環境基本方針の定着に一役を

担いました。

29

社内

社会貢献活動

当社では創業90周年（1999年）を機に社会貢献活動を広

げています。具体的活動として、開発途上国での「食・栄養・

保健分野における国際協力」を推進するグローバルプログラ

ム、国内外の地域のニーズに応える活動を実施する地域プロ

グラム、従業員の社会活動の支援、の3本を柱にしています。

●環境経営に関する講演会

「企業の成長・発展をめざす環境経営」と題し、基幹職及び

環境管理者、製造子会社等を対象に、外部より講師を招いて

の講演会を実施し（1999年7月）、環境面の取り組みの重要

性を再認識しました。（参加者約100名）

また、同じ会場に当社

が協賛をしている「環

境フォト・コンテスト」の

優秀作品19点も展示

し、グループ内への

PRもはかりました。

栄養改善の一環として子供の体重を正確

に量るための「はかり」を寄贈

（グローバルプログラム・フィリピン）

高齢者への配食サービス等を行うボラン

ティア全国組織「ミールズ・オン・ホイール

ズ日本協会」を支援

（地域プログラム・国内）
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海外の環境保全活動

1.工場建設時のアセスメント実施
● 当該国の担当官庁に環境保全に対する考え方、姿勢の明示

●環境基準の把握と遵守

●国、地方両行政指導を考慮した対応

●トラブル、異常発生時に的確な対応がとれる組織体制

2.技術移転
● 活性汚泥を中心とした排水処理技術

●副生物の有効利用技術

●環境に関する各種分析、測定技術

3.教育
● 幹部及び生産管理業務の現地化

（1999年度は50名強の海外工場研修生を受入れました。）

タイ味の素（株）カンペンペット工場に
おける副生物有効利用

1998年に稼動した同工場では「味

の素」生産に伴う副生物を有機肥料

化し、その全量をさとうきび畑や野

菜畑に還元しています。逞しく育っ

たさとうきびは集積され砂糖工場で

絞り、砂糖がつくられます。「味の

素」はその絞り液を原料としますの

で資源が有効に循環していることに

なります。

アメリカ味の素（株）ノースカロライナ工場の
メタンガス回収利用

ノースカロライナ工場ではごみ埋立

地から発生するメタンガスを燃料として

有効利用しています。現在は、工場で

使用する蒸気の全てがまかなわれてい

ます。この成果に対し、EPA（米国環

境保護局）の評価で「1998 Energy

Ally of the Year」賞、「1999 Climate

Wise Partner Achievement」賞に選

ばれました。

ユニオン味の素（株）での地域と密着した
活動

フィリピンではユニオン味の素（株）

が国際協力事業団（J ICA）とともに

ピナツボ火山噴火で被害をうけた地

区のさとうきび畑復興に協力していま

す。「味の素」はさとうきび搾り汁を原料

に製造しますが、発生する発酵副生物

は有機肥料や堆肥などに加工し、畑に

戻すことでバイオサイクルの実現を目指

しています。

当社の海外における生産活動は、アジア、北米、南米及び

欧州など各国へグローバルに展開しています。

日本の高度成長時代には、「公害の輸出」や「公害のタレ

流し」と見られるような世間的風潮もありましたが、常に相手

国のスタンスにたって当該国の法律・行政指導及び社会習慣

に従うなど、適切な配慮を行なってきました。

近年では、公害を発生させないことはもとより、地球規模の

環境問題（1992年ブラジルの地球環境サミットで宣言された、

9つのテーマ「海洋汚染」「地球温暖化」「酸性雨」など）にも的

確に対応していくことを基本姿勢として取り組んでいます。具

体的な対応としては以下のとおりです。

取り組み事例

さとうきび畑への液肥散布 メタンガスボイラの前で 有機肥料で育ったさとうきび

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・



環境会計は今日、急速に注目されており、公表する企業も多

くなっています。

当社はその重要性は認識しておりますが、データの継続性

や環境庁のガイドラインなどを参考にして、現在、支出額の算

出方法や効果の算定基準を検討しているところです。

今回は、環境設備投資額と環境保全費用の推移を報告い

たします。

その他の環境関連費用については対象となる費用の列挙

に止め、次年度以降に効果を含め掲載する予定です。

環境コスト

●環境設備投資額と環境保全費用推移
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環境設備投資額
今回は当社設備投資の分類において、主目的が直接環境

に関するものだけを集めました。例えば、コジェネレーション導

入により排出二酸化炭素量は大幅に減少しますが、これは省

エネ投資とし、環境設備投資にはカウントしていません。従って

環境設備投資は、今後さらに多くなります。

環境保全費用
環境設備投資減価償却費用、産業廃棄物処理費用、施設

運用費用、大気汚染負担拠出金、直接関連部門の人件費な

どが含まれます。

その他の環境関連費用

●本社環境部費用、研究所環境技術部門、工場環境保全部

門、工場環境技術部門費用

● ISO取得・維持・教育関連費用

●加入協会会費、研究会分担費用

●環境保全活動紹介資料作成費用

●容器包装リサイクル法に基づく再商品化委託費用

●環境関連等の協賛費用

●工場緑化維持費用

31
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用語説明（五十音順、アルファベット順）

＊紙製容器包装

段ボール、紙パック（アルミ内貼りなどをしてい

ない牛乳パック等）を除く紙製容器包装のこと

です。

＊環境会計

企業活動に伴い環境にかかるコスト。環境

対策の費用対効果を把握するための経営上の

判断材料や、環境保全に関する情報開示をよ

り充実する手段としての活用が期待されており、

現在、国や企業などにおいて検討が進められ

ています。

＊環境ホルモン

正しくは、内分泌攪乱物質のこと。ある種の

化学物質が微量で生物に対して影響を与え、

あたかもホルモン様の作用をする物質を指し

ます。現在、約70種類がその可能性があると
言われ、国などで調査中です。

＊グリーン購入

商品やサービスを購入する際に、価格や品

質だけでなく、環境に与える負荷のより小さい

ものを優先的に購入することです。

＊コジェネレーション

単純なボイラー設備にいくつかの機器を付加

し、電気と蒸気を効率良く発生させ利用できる

ようにした設備一式のことです。

＊処分

廃棄物等を単純に焼却や埋立などにする

ことで、資源として活用しない処理方法です。

＊ゼロエミッション活動

事業活動で発生した廃棄物等を資源化す

る事などにより社外で委託処分する量をゼ

ロ化していく活動です。

＊地球温暖化

太陽光線の中の赤外線は二酸化炭素やメタ

ンなどのガスにより吸収されます。地球を取り

巻く大気中にこれらのガスが増加すると、地球

の温暖化を招きます。

＊特定フロン化合物

オゾン層破壊の観点から法律で製造・使用

について定められたフロン化合物。主として冷

凍機等の冷媒として使用されていた非常に安

定な物質です。大気中に放出され、成層圏に

到達し、太陽光の紫外線と反応して有害な紫

外線を吸収してくれるオゾンを破壊します。

＊廃棄商品

賞味期限切れ、日付後退、品質トラブルなど

で返品となった商品、製造後工場倉庫や物流

段階で販売不能となった商品のうち工場の工

程に戻したり、再利用やリサイクルしたものを除

いて廃棄物として処分した商品のことです。

＊廃棄物等

廃棄物処理法で定義されている廃棄物とは

「無価値なもの」で有価物は対象外となってい

ます。廃棄物等とは製造工程から排出する生産

目的以外の副生物（有価か無価は関係なく）と

法で定義された廃棄物（産業廃棄物と一般廃

棄物）の総称のことです。

＊バガス

砂糖を製造する際、さとうきびから砂糖を含

む液を絞った後に残る繊維分。この繊維から

作った紙をバガス紙と言います。この報告書は

バガス紙で作られています。

＊プラスチック製容器包装

PET（飲料または醤油用）を除くその他の
プラスチック製容器包装のことです。

＊マニフェスト

産業廃棄物管理票。産業廃棄物の処理をす

る場合、種類、数量、性状、取り扱い上の注意事

項などを記入し、収集・運搬、処分事業者で確

認し、適切な処理や管理を行うシステムです。

＊ロンドン条約

ロンドン・ダンピング条約とも言われ日本も

批准しています。「廃棄物その他の投棄による

海洋汚染の防止に関する条約」であり、陸上

で発生した廃棄物を海洋投棄や洋上焼却する

事による海洋汚染を防止することを目的とし

ています。

＊Co-PCB
PCBの異性体の中で、平面構造をもつも
のをコプラナーPCBと呼び、他の異性体よ
りも毒性が強いと言われています。ダイオ

キシン類として分析する場合はコプラナー

PCBの12の異性体を含めた値として表されて
います。

＊EDC検討会
内分泌撹乱化学物質リスクマネジメント

体制の一環として1998年9月に当社の製品評
価委員会事務局内に設置された検討会。EDC
はEndocrine Disrupting Chemicalsの略で、
内分泌撹乱物質に関する情報収集・分析を

行いEDCリスクマネジメントを関係部署に
提言します。

＊ISO14001
国際標準化機構（International Organization

for Standardization）が定めた環境マネジメント

システムの国際標準規格です。その概要は、組

織が自主的に環境保全への取り組みを行う場

合、どのように環境マネジメントシステムを構築す

るかを規格化したものです。内容は「Plan（方

針、計画）→Do（実行）→Check（点検・是正措

置）→Action（改善）」のPDCAサイクルを実施

し、継続的に環境の改善を図ることが骨格と

なっています。

＊ng（ナノグラム）、pg（ピコグラム）
質量単位でngは1gの10億分の一（10 -9g）、

pgはその1000分の一、すなわち1兆分の一
（10 -12g）です。

＊Nm3

体積の単位です。Nは標準状態の意味で、
0°C、1気圧のもとでの容量を表しています。

＊PRTR法
Pollutant Release and Transfer Register

の略称で、環境汚染物質の排出・移動登録と訳

されています。国が定めた有害な可能性のある

化学物質について、工場など事業所が排出量

および大気への移動量等を調査し報告するこ

とを義務付けられた法律で、その情報は公表

されます。

＊TEQ
毒性等価量（Toxic Equivalent）と呼ば

れます。ダイオキシン類の場合、一番毒性の

強い2､3､7､8–四塩化ジベンゾパラダイオキ

シンの毒性を1として、検出されたダイオキシ
ン類の各々の成分の毒性を毒性等価量に換

算し、それらの合計を数値で表すこととなっ

ています。
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こんぶのうま味成分の発見

「味の素」の抽出法による製造開始

「味の素」の分解法による製造開始

電気分解操業開始（川崎工場）

配合肥料「エスサン肥料」認可

発酵法で「味の素」製造開始

活性汚泥排水処理設備及び排煙脱硫設備完成（川崎工場）

電気分解製法転換（水銀法→隔膜法）

省エネプロジェクト「KEEP」発足

副生液から肥料の製造開始（九州工場）

ボイラー燃料を重油からLNGに切り替え（川崎工場）

環境問題懇話会発足

エコインデックス制度導入

環境室発足（1994年環境部に改称）

通産省要請の環境ボランタリープラン提出。エコガイド発行

電気分解設備廃止

環境基本方針、環境規程制定

ISO14001認証取得（九州工場）

発酵副生液の海洋投入完全停止

味の素グループの環境監査スタート

ISO14001認証取得（東海工場）

ISO14001認証取得（マレーシアパッケージングインダストリー（株））

味の素（株） 社会一般

環境年表

年号

1908

1908

1934

1938

1954

1960

1962

1967

1970

1971

1972

1974

1975

1977

1985

1990

1991

1992

1993

1994

1996

1997

1998

〃

1999

〃

〃

2000

〃

〃

ばい煙排出規制法制定

公害防止基本法制定

公害関係14法律制定

環境庁発足

通産省、PCBの生産使用禁止を通達

地球温暖化防止行動計画決定

リサイクル促進法制定

地球環境サミット（ブラジル）

容器包装リサイクル法制定

容器包装リサイクル法再資源化義務部分施行

地球温暖化対策法制定

家電リサイクル法制定

PRTR法制定

ダイオキシン特別措置法制定

容器包装リサイクル法完全施行

循環型社会法、食品残渣再資源化法制定

発行日：2000年11月

本報告書は1999年4月～2000年3月までの実績を対象としています。

■問い合わせ先：

〒104－8315 東京都中央区京橋一丁目15番1号
味の素株式会社環境部

TEL：03（5250）8169 FAX：03（5250）8318

表紙デザインについて
味の素のグループ企業理念とその環境活動を通して、
人と自然そして社会とのより良い関係の構築をめざし、
その無限の可能性を表現しています。




