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事業そのものをCSRにつなげ、
「信頼」
を獲得できる企業になります。
解して事業を進めていくことが不可欠です。
また、医薬事業では、人の体全体の免疫力を上げて病気にな
りにくくするという考え方を基礎にしています。アミノ酸を
基盤とした医薬品や医療と連動した食品により、TNC（トー
タル・ニュートリション・ケア）を日本に浸透させ、すべての
人の健康づくりにつなげることをめざしています。
私どもは、さまざまなステークホルダーとの対話を大切
にしています。対話の手段としては、お客様が直接手に取
る商品とそのパッケージが最大のコミュニケーション手段
です。これらに伝えたいメッセージを盛り込み、お客様か
らフィードバックを頂くことで、相互の対話を積極的に図
っていきます。
従業員は、重要なステークホルダーであると同時に、当
CSRとは、企業の社会的な「責任」であるとともに、
「信

社でCSRを推進する主体でもあります。企業は、一人ひと

頼」の問題だと私たちは考えています。お客様の生活に役

りの従業員がさまざまな価値観をもっていることを前提と

立つ商品やサービスを提供することで「信頼」を獲得し、

して、働き方にたくさんの選択肢を用意することが求めら

お客様から評価を頂く。その結果、事業も発展する。その

れています。当社は、
「多様性」をキーワードとして複線型の

循環がCSRそのものであり、CSRと企業経営がつながる

人事制度を導入し、それぞれの価値観や生活環境に合わせ

ことが理想です。

た働き方や休暇制度などを選択できるようにしています。

現在「2020年の味の素グループの未来像」をテーマに、

とくに家庭の食を事業の重要な柱の1つとする当社には、女

ワークショップの手法でCSRビジョンを社内で策定中です。

性の活躍の場が多くあります。これからは基幹職などでも

食や環境を取り巻くさまざまな問題の解決を織り込み、事業

多くの女性に活躍して頂きたいと思っています。

そのものをビジョンに重ねていきます。
食の「安全・安心」の問題は、食品産業にとって大きなテ

「味の素グループ・ゼロエミッション」を策定し、それに

ーマです。CSRの観点では、
「安全」は責任の問題であり、

基づき環境負荷の低減を進めています。商品生産において

「安心」は信頼の問題といえます。

は、エネルギーを使用、CO2を排出、発酵工程では多量の

味の素グループが果たすべき役割は、まず「安全」に

水を使用していますが、将来的にはこれらの事業活動から

関しては、製品の開発・生産・物流・販売の全工程の品

発生する環境負荷を極小化したいと考えています。いくつ

質保証です。また中長期的には、アミノ酸は食の需給が

かの工場では、発酵関連生産部門からの副生物を、うま味

不足したときにとくに重要な働きをするので、常に安定

調味料「味の素」の原料となるサトウキビ畑の肥料に還元

供給が可能でなければなりません。

しています。こうした「バイオサイクル」をまわしていく

一方、
「安心」については「心」の問題であり、文化的基
盤と深くかかわります。したがって各地域の食文化を深く理
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ことは、地域の持続可能な農業の振興にもなり、循環型社
会への貢献にもつながります。

最後に、今年は2010年までの新しい中長期経営計画
-dvance 10 の 1年 目 で す 。 基 本 戦 略 の 1つ と し て

り組みながら、100年後も皆様から信頼される企業である
ために、これからも努力を続けてまいります。

「CSR経営」を掲げ、2005年4月にはCSR推進本部を新
設し、味の素グループ全体にCSRを浸透させることをめざ

味の素株式会社 代表取締役社長
最高経営責任者

します。
グローバル企業として持続可能な循環型社会へ向けて取

コーポレートガバナンス
味の素（株）は、経営の公正さ・透明性の確保、企業とし

また、役員の人事・処遇にかかわる運営の透明性を高め、

ての健全で永続的な発展と競争力の強化、ステークホルダー

経営機構の活性化を進めるため、社長の諮問機関に社外取締

に対する社会的責任（CSR）の観点から、コーポレートガバ

役を加え、取締役会の下部機関として改組しました。

ナンスの強化・充実を経営の最優先課題として位置づけてい

内部統制システムおよびリスク管理体制としては、業務の
健全性を保つため、監査部が味の素（株）と関係会社の監査

ます。
執行の監督は、取締役会が業務を掌握した上で行うことが

を行い、その結果を直接最高経営責任者に報告します。また、

適切と判断し、原則として社内取締役が執行役員を兼任して

国内外の企業活動におけるコンプライアンスを図るため「企

いますが、さらなるコーポレートガバナンス強化を図るため、

業行動委員会」を設置し、グループ全体に「味の素グループ

2005年6月には取締役会の議長は取締役会長に、経営会議

行動規範」を徹底しています。さらに、企業を取り巻く危険

の議長は最高経営責任者（取締役社長）に分任しました。

やリスクに迅速かつ的確に対処するため、
「リスクマネジメ

執行の監督を効果的に実施するため、社外取締役に加え、取
締役会長他１名を、執行役員を兼務しない取締役としました。

ント委員会」を設け、トップまで情報が伝わる仕組みを構築
しています。

経 営 ･ 監 督

株 主 総 会

監査役会

役員等指名
諮問委員会

社内監査役
社外監査役

取 締 役 会

役員等報酬
諮問委員会

取 締 役 会
最高意思決定機関
業務執行の監督

業 務 執 行
経 営 会 議

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

※1

※2

提携事業

分 社

カンパニー

コーポレート

関係会社

関係会社

関係会社

関係会社

監査部

※1
※2

企業行動委員会

リスクマネジメント
委員会

執 行 役 員
業務の執行

内 部 統 制
・
リ ス ク 管 理

味の素冷凍食品（株）、味の素ベーカリー（株）
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
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味の素グループは、
これからどんな未来に進んでいくの？
味の素グループは、地球的な視野にたち、食と健康、そして明日のより良い生活への貢
献を真摯に追求することが、お客様をはじめとするステークホルダーの皆様から信頼を
得る道であると考えています。企業理念をより具体的な活動につなげ、私たちがどのよ
うな未来へすすんでいくかを社内外へ示すため、現在CSRビジョンを策定しています。

味の素グループのCSRビジョン策定に向けて
ここ数年、CSRについて盛んに議論されています。味の素グループは、CSRは単な
る責任ではなく、社会から信頼を得ることであると認識しています。味の素グループは
その企業理念にもあるように、地球的な視野から、食と健康を通じて、お客様の明日の
より良い生活に貢献することをめざしており、このことを真摯に追求することが、お客
様をはじめとするステークホルダー（下図参照）の皆様から信頼を得る道であると考え
ています。企業理念を追求し、より具体的な活動とつなげるためには、味の素グループ
がどのような企業となり、社会にどのように貢献をするかを明確にイメージし、それを
CSRビジョンとして社内外に示すことが重要だと考えました。

ステークホルダーとのかかわり
世界には、私たちだけでは解決できない貧困や環境破壊な
ど多くの問題があります。ステークホルダーの皆様との対
話、環境に優しい技術の追求などを通して、循環型社会実
現に向けて、味の素グループは努力を続けます。

味の素グループのお客様は、世界中で商品やサービス
をご利用頂いているすべての皆様です。安全で高品質
な商品の提供、ご意見などの事業への反映、双方向の
対話を通して、お客様との信頼関係を構築します。

お客様

取引先様

従業員
世界中の従業員が、安全で快適な職場で個々の能力
を十分に発揮できるよう、労働環境の整備、研修制
度などの充実に努めます。ワーク＆ライフバランス
の取れた働きがいのある職場の実現をめざします。

地域社会
世界の23の国と地域で事業を行う味の素グループは、コ
ミュニケーション活動の充実に努め、地域社会への貢献、
食文化の研究、食に関する教育活動などを通じて、より
良い生活の実現に向けて取り組んでいます。
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地球規模の問題

すべての取引先様は、味の素グループの重要なパー
トナーです。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
る企業をめざします。

株主・
投資家様
企業価値向上のため、積極的な情報開示、外部機関のCSR
視点評価の経営への導入、信用格付の維持・向上、連結
業績に応じた株主配当、株主資本の効率的な運用などを
行い、株主の皆様の期待に応えていきます。

ステークホルダー別のグループごとに認識された主な課題
グループ

項

目

安全と安心の実現で永遠に愛される商品の提供
リーディングカンパニーとしての食育のリード

お客様

多様な消費者に配慮した商品デザイン、
パッケージの工夫
わかりやすい情報開示

2005年6月、味の素グループの従業員35名に、向社会性
研究所主任研究員の小榑雅章氏と、消費生活アドバイザーの大
石美奈子氏の社外専門家2名に加わって頂き、味の素グループ
のCSRビジョン策定ワークショップを開催しました。

健康で長生きできる食生活の提案

まず個人の立場から2020年の地球環境・世界と日本の社会

取引条件・情報の公開

取引先様

ワークショップの報告

社会的側面も含めた基準による評価の導入

について、次にステークホルダーの立場から「社会から味の素

原材料生産地の環境への配慮

グループが期待されていること」を「今現在できていること」
、

購買方針の公開とそれを保証する仕組みの構築
必要な業界統一基準作りのリーダーシップ発揮
業務用ユーザー向け社内システムの完備

「今後行うべきこと」に分けて検討し、最後に緊急に取り組む
必要がある課題の優先順位づけを行いました。

企業価値向上による株価の上昇努力
適切な株価対策の実施

投資家・
株主様

市場・投資家とのコミュニケーションの充実

今後のプロセス

魅力ある配当政策の実施
リーディングカンパニーとしての責任ある行動
品質保証の徹底

現在、味の素グループのCSRビジョンを策定中です。今後、
ステークホルダーごとの議論をいかしながら、グループとして

食資源の持続可能な循環型社会の実現
食文化の保護・普及、人材の育成

のCSRビジョンをつくり上げていきます。2005年9月に1度

食に関する教育、啓発

社内意見の取りまとめを行い、企業理念で方向性を示しなが

地域社会 企業市民としてのインテグリティ

ら、ロードマップに落とし込んでいきます。来年のレポートで

（正直で誠実な行動）

地域への貢献（経済面、雇用面、社会福祉、
生活の向上）
地域との交流・協働・コミュニケーションの充実

は、味の素グループのこれからありたい姿、あるべき姿を表す
CSRビジョンと、ビジョン達成に向けた道筋を示すロードマ
ップを発表する予定です。

働きがいや自己実現の場の提供
公平・公正・透明な評価（納得性の高い人事制度）

従業員

ワーク＆ライフバランス（仕事と生活のバランス）の
取れた生活
メンタル面を含めた健康への配慮
良好な職場環境（上司・部下の関係、多様な
雇用形態対応、セクハラ防止等）
適正な給与水準
環境情報発信、コミュニケーションの強化

CSR ビジョン

エコ生活提案

環境

企業理念を実現していく中で、2020 年

環境に配慮した商品の改善

には味の素グループがどのような会社に

環境修復（積極的に良い環境創造に貢献）
ゼロエミッションの推進

2020年

なっているのか、そしてそこからはどのよ
うな風景（社会）が広がって見えるのかを
文章（シナリオ）とイラストで具体的に描き、

環境改善に向けた責任ある行動

社内外で共通認識がもてるようにします。

2015 年

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。

現 在
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味の素グループは循環型社会の達成に
どう貢献していくの？
味の素グループでは、持続可能な社会の実現をめざし、
食料を生産する農業・水産業・畜産業を技術や制度で支援したり、
食品を無駄なく使用することに高い技術とリーダーシップを発揮するなどの、
循環型社会へ向けた活動を進めています。

「食」への貢献
私たちの毎日の暮らしに欠かせない「食」。しかし、食糧不足に悩む地域は今
も世界に多くあり、人口増加や、地球温暖化にともなう異常気象の影響で、食を
めぐる状況が近い将来にひっ迫すると予測されます。「食」にかかわる味の素グ
ループは、安全で美味しい食をお届けすることを使命と考え、食資源を安定的に
確保するために、長年培ってきた技術や知識を活用し、生態系に負担をかけない
循環型の農業や水産業の実現をめざしています。
また、海外での事業展開においては、各地域の生活や文化に根ざし、地域の経
済的発展や食生活の向上に貢献することを大切にしています。地域で生産される
原料素材を使用した商品の開発や、各地域の自然特性を踏まえた資源活用や副生
物の有効利用などの資源循環にも取り組んでいます。
商品そのものの魅力はもとより、こうした考え方に基づく事業活動を通じて、
私たちの商品が世界の人々によりいっそう愛され、親しまれることをめざします。

うま味調味料｢味の素｣を
つくっている地域とその主な原料

サトウキビ

キャッサバ

コーン

ビート

ビート
コーン
キャッサバ
サトウキビ

サトウキビ

味の素グループは、世界の各地域でおいしい食の生産と原

うまみ調味料「味の素」はサトウキビなどの糖分を原料

料調達にかかわっています。うまみ調味料「味の素」をつく

に、微生物が栄養源をさまざまな生体成分に変換するという

っている主な原材料はサトウキビですが、それ以外にも世界

仕組みを利用した、発酵法で生産されています。

各地で自然の恵みを享受しています。
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バイオサイクル
生

ど）を供給する農業分野へ還元しています。この仕組みを

産のモデルともいえるものです。発酵生産工程からは、液体

バイオサイクル と呼び、20年以上にわたり世界各地で展

や固体のさまざまな副生物が生じます。味の素グループでは

開しています。この結果、発酵関連工程から生じる副生物の

これらの副生物を肥料などとして、発酵原料（サトウキビな

資源化率は99％に達しています。

味の素グループのアミノ酸発酵生産は、 資源循環型

太陽
化学肥料製造時にともなう
排出CO 2の削減に貢献

化学肥料
光合成によって
大気中のCO2を吸収

50万ha

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

有機質肥料 160万t

2,800万t
サトウキビ畑

収穫
副生物の
資源化

資源循環型
生産工程

サトウキビ

3,800万t

副生物

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｢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、｢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。

160万t
製品

｢味の素｣工場

粗糖

製糖工場

420万t
うま味調味料｢味の素｣

糖蜜
（サトウキビのしぼり汁）

50万t

150万t

飼料用アミノ酸による環境負荷の低減
アミノ酸の飼料への利用は、環境問題の解
決にも貢献しています。たとえば、一般的配合
飼料を与えられた豚の場合、飼料中のタンパ

豚における窒素代謝
空気汚染
（慣用飼料中のタンパク質窒素を100とした場合）

ク質の約3分の2は排泄物として体外に放出
され、その排泄物の処理が不十分な場合は、土
壌汚染などの遠因となります。一般的に使わ

慣用飼料

100

61

アンモニア
排出

蓄積

れるコーンや小麦などの飼料原料はリジンが
少なく、動物によって利用されるアミノ酸の

排泄

飼料用アミノ酸
の使用

39

28％削減

量がリジンの供給量で制限されてしまいます。
リジンより含有量が多い他のアミノ酸は有効
に利用されずに分解され、その過程で尿素態
窒素が生じ、体外に排出されます。リジンな
どの飼料用アミノ酸を補充することで、総窒
素量排出量は25〜50％、アンモニア揮散量

アミノ酸補充
低タンパク飼料

83

飼料中のタンパク質は豚の体内で消化･吸収されますが、
慣用飼料の場合、そのうち6〜7割は排泄物として体外に
放出され、過剰な窒素排出が土壌･水･大気の汚染の遠因
となります。飼料用アミノ酸の補充により、飼料中のア
ミノ酸バランスが改善され、窒素排出を削減できます。

排泄

44

土壌／地下水／
河川や湖へ

水質汚染

は最大50％削減することが可能となります。

味の素グループ CSRレポート2005ダイジェスト
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特集 e

味の素グループは、豊かで質の高い生活の
ために、どんな役割を果たしているの？
健康とは、一人ひとりが生き生きと前向きな姿勢で
毎日を過ごすことだと味の素グループは考えます。
最先端のアミノ酸技術を用いて、健康な人も病気の人も区別なく、
個人の可能性を最大限にいかすことのできる、質の高い生活の実現を応援します。

質の高い生活〜QOL〜

健康への貢献

QOLとはクオリティ・オブ・ライフの略で、
「生活の質」

健康とは、単に病気にかかっていない状態を表すもので

あるいは「人生の質」と訳され、このQOLを高めることこ

はありません。肉体的にも精神的にも充実しているために

そ、味の素グループの求める健康です。

は、身体に十分な栄養素が供給され、また身体機能が作用

日本人の平均寿命は男性78.6歳、女性85.6歳と世界で

していることが重要です。アミノ酸は三大栄養素のタンパ

トップクラスですが、元気で活動的に暮らすことができる

ク質を構成するだけでなく、生体内でさまざまな機能をも

健康寿命はそれぞれ71.4歳、75.8歳です。すべてのライ

つことから、私たちの健康状態を維持するために重要な物

フステージにおいてQOLを上げるために健康寿命を延ば

質です。その機能の詳細が明らかになるにつれ、食を通じ

し、平均寿命に近づけることが求められます。

て私たちの健康づくりに大きく貢献できることが分かって

TNC（トータル・
ニュートリション・ケア）の推進
医療においては、「治療から予後までの患者様のトータ
ル栄養管理」を意味し、
「栄養」を総合的にマネジメント、

きました。味の素グループは、今後さらにアミノ酸の機能
に着目し、アミノ酸技術の健康への貢献を進めます。

アミノ酸

グリシン

による睡眠の質の向上

ヒトの睡眠には、「夜間に脳と身体に充分な休息をもた

健康や充実した人生をサポートするTNC（トータル・ニュ

らし、日中に最大のパフォーマンスを発揮させる」という

ートリション・ケア）を推進しています。患者様とそのご

目的があります。味の素（株）は、アミノ酸の1つである

家族のQOL向上に貢献するため、アミノ酸技術を用いて、

グリシンの研究の結果、就寝前のグリシン摂取によって、

TNCに必要な情報や医薬品、医療食の提供に積極的に取り

睡眠に問題を感じている人の「すっきり起床できない」
「日

組んでいます。

中眠い」といった状態が改善されることを発見しました。
医療機関と実施した脳波試験でも、就寝前にグリシンを摂
取したときには自然な深い眠りへすみやかに移行すること
を確認、グリシンが「睡眠の質」を改善することを明らか
入院期間短縮
QOL向上

にしました。

在宅推進

早期社会復帰

アミノ酸の「味」を活用した健康への貢献
アスパルテームは、砂糖によく似た自然な味質と砂糖の

環境変化

癌

クローン病

寝たきり老人

糖尿病

手術

肝障害

脳梗塞後遺症

栄養

200倍の甘味度をもち、上手にカロリーコントロールがで
トータル・
ニュートリション・ケア

きる甘味料です。食生活の多様化を背景に、メタボリック
シンドローム＊の改善をはじめ、健康で豊かな食生活に貢
献していきます。
＊メタボリックシンンドローム：内臓脂肪型肥満により、高血圧、高脂血症、糖尿病などの
さまざまな生活習慣病が引き起こされやすくなった状態

7
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医薬への貢献
手術前後の栄養補給を目的とするアミノ酸輸液をはじめ、特定のアミノ酸やその組
み合わせが健康促進や疾病の治療に効果があるなど、アミノ酸技術はさまざまな医療
分野に応用することができます。また最近では、健康状態のチェックや疾病の診断の
ためにも、アミノ酸分析技術が活用できることが分かってきました。

アミノ酸の「栄養」を活用
アミノ酸をベースにした経腸成分栄養剤「エレンタール」は、もともとNASAの宇
宙食として開発されたものを応用し、日本で初めて生まれた成分栄養剤です。当初は、
手術前後の栄養管理に使われましたが、その後、窒素源がアミノ酸であり、低脂肪で
ある組成が、難治性のIBD（炎症性腸疾患）であるクローン病の栄養治療に有効であ
ることが分かり、現在はクローン病の第一選択薬として主に使われています。

アミノ酸創薬
バリン、ロイシン、イソロイシンの3つの分岐鎖アミノ酸を配合してつくられている
「リーバクト顆粒」は、
食事摂取量が十分なのに血清アルブミン値が低い肝硬変患者様の
低アルブミン血症を改善し、疲れやすさや腹水など、低アルブミン血症による症状の改
善を目的とした薬です。最近、
「リーバクト顆粒」の長期投与によって重篤な肝硬変合併
症の発症が3分の2に抑制されることが国内の大規模臨床試験で明らかにされました。

アミノ酸インフォマティクス
体内の細胞や血液中の遊離アミノ酸の量やバランスを調べたり、そのデータを統計
的に分析することで、現在の健康状態等の診断に利用できることが分かってきました。
味の素グループの高度なアミノ酸分析技術と組み合わせれば、微量の血液サンプルか
ら、短時間に健康状態等を調べられる可能性があります。患者様に負担をかけない
検査法として、今後実用化が期待されています。

リジン強化プロジェクト
世界では約8億人が慢性的な栄養不足状態にあり、約2億人の
子どもがエネルギー・タンパク質不足であるといわれています。
これは、発育不良はもちろん、免疫力の低下や無気力にもつなが
る重大な問題です。
小麦粉にはリジンなどの必須アミノ酸が不足していますが、リ
ジンを補うことで、摂取タンパク質の体内における有効利用率が
改善されます。味の素（株）は、タンパク源のほとんどを小麦粉
に依存しているパキスタンや中国・シリアにおいて、リジン強化
による栄養改善プロジェクトを、国連大学などと共同で実施しま
した。

味の素グループ CSRレポート2005ダイジェスト
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お客様とともに
安全でおいしい食の提供を通して世界中のお客様に安心を感じて頂けるよう、
お客様との双方向コミュニケーションをさらに進め、商品にいかします。
デザインのわかりやすさ・使いやすさにも考慮し、すべての人に優しい商品を考えます。

安全・品質への取り組み

トレーサビリティ

品質保証システム「アスカ」

味の素グループは、商品の履歴情報を速やかに調査でき

味の素グループは｢味の素グループ経営基本方針｣のなか

るトレーサビリティシステムを構築しています。

で、 安全で高品質な商品･サービスの提供 を明記してい

味の素（株）では、原料に関する情報（原産地、アレル

ます。また、この姿勢をもとに｢味の素グループ品質方針」

ギー物質、GMO＊など）のデータベース化を進める一方、

を制定、独自の品質保証システム｢アスカ（ASQUA)：

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

Ajinomoto System of Quality Assurance｣によって厳

にも力を入れています。また、製品流通段階も追跡可能な

格な品質保証を実施しています。

データベース構築も強化しています。

｢アスカ｣は味の素グループの全商品･全サービスを対象

＊GMO：Genetically Modified

Organisms（遺伝子組換え作物）のこと

にした厳しい品質保証システムです。ISO9001：2000＊1
やHACCP＊2などの国際的な品質保証基準に加え、安全性

BSE・残留農薬問題への取り組み
BSE問題について味の素グループでは、牛由来原料を使

や品質にかかわる独自の基準＊3や、具体的な数値目標など
も取り入れ、グループ各社の経営者が責任をもってマネジ

用する全商品を調査し、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。

メントすべき事項が明記されています。

残留農薬の問題については、使用する野菜の安全性確保
のため、上海味の素食品研究開発センター（株）で、各現

品質監査
味の素グループでは、品質保証部を中心に7名の従業員
を品質監査員に任命し、年間品質監査計画に沿って品質監

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。

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、翌年の計画に反映します。
＊1 ISO9001：2000 ： 品質マネジメントシステムの国際規格。国際貿易の円滑化をめ

＊3 独自の基準：｢アスカ｣では、原材料の品質管理基準や、新製品導入前の品質アセスメ

ざし、世界共通の品質保証モデルとしてISO（国際標準化機構）

ント・品質緊急対応基準などの独自基準を設けている。これらの基準に

により制定された

照らし、製品の開発からお客様のお手元にお届けするまでのあらゆる過

＊2 HACCP：Hazard Analysis and Critical Control Point（危害分析重要管理点）。

程で厳しいチェックを行っている

安全な食品をつくるための衛生管理手法

トレーサビリティフロー図
サプライチェーンのさらに上流に対象を拡大

直接仕入先
原料供給

生産・加工

味の素
（株）
流通
消費者
原料供給

原料遡及性
トレーサビリティ

生産・加工

原料遡及性
工程遡及性
製品追求性
トレーサビリティ トレーサビリティ トレーサビリティ

工程遡及性
トレーサビリティ

流通

製品追求性
トレーサビリティ

ウェブでも安全・安心への取り組みの情報を公開しています 〉
〉
〉http://www.ajinomoto.co.jp/company/anzen/
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デザイン・表示への取り組み

お客様とのコミュニケーション

味の素グループは、食品衛生法やJAS法・健康増進法・

｢お客様相談センター｣は、お客様と味の素（株）を直接

景品表示法・資源有効活用法などの法律を遵守し、一括表

結ぶ重要な情報パイプです。お問い合わせやご指摘･ご要

示（品名・原材料名・内容量・賞味期限・保存方法・製造

望に、正確・迅速・親切にお応えすると同時に、その内容

者または販売者）、栄養成分表示、容器包装の識別表示お

を各事業部に伝達するほか、社内イントラネットで検索で

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

きるようにするなど、商品やサービスの改善や開発に確実

います。また、2002年から、表示が義務付けられた小

に反映する仕組みを整えています。

麦・乳・落花生・卵・そばのアレルギー5品目について表
示しているほか、2004年度からは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始めました。
味の素グループでは、これらの表示だけでなく、商品購入
や使用・廃棄の際に役立つ各種の情報（商品特性・使用の
目安・調理方法・分別方法など）を積極的に掲載しています。
パッケージデザインについては、ユニバーサルデザイン＊

お客様の声

その他
30％
ご提案
1％

＊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

賞味期限
20％

ご感想
1％

取扱店
12％

ご要望
7％
お問い合わせ
内訳

ご指摘
13％

を取り入れ、表示や説明の見やすさ、分かりやすさ、開封
のしやすさを追求しています。

（2004年度 約5万件：国内家庭用商品対象）

お問い合わせ
78％

包装・容器
1％
販売施策
1％
栄養成分 安全性
5％
4％

使用方法
11％

品種・価格
9％

原料・製法
7％

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

お客様の声を反映した商品改善例
食品添加物・GMOの活用・表示について
味の素グループは食品添加物やGMOの活用・表示について、安
全性・有用性・法適正の面から厳しくチェックしています。不要

｢Cook Do｣ひき肉入り麻婆豆腐用甘口の中袋は、銀色のパッ
ケージにオレンジ色でつくり方が印刷されているため読みづらい
とのご指摘より、文字を緑色に変更しました。また、袋には開け
方についての注意書きを追加しました。

な混乱を招くことはお客様にとっても不利益と考え、国の基準や
科学的根拠に基づいて安全と認められている食品添加物やGMOに
ついては、｢○○無添加｣、｢△△不使用｣などの表示は控えています。

食品添加物について
食品添加物は、味や香りを良くし、栄養を強化し、豊かな食生
活を実現します。また保存性を高めることで、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。安全性につい
ては、各種の厳しい試験により確認されており、味の素グループ

改善前

改善後

では、その情報を容器包装などに正確に表示しています。

GMOについて
味の素グループは、遺伝子組換え技術は、食糧問題や環境問題
の解決に大きな役割が期待される技術だと考えています。ただし

お客様情報の保護
味の素グループは行動規範に基づき、お客様情報なども

その活用には安全性の十分な確認が不可欠と考えています。味の

含めた社内のすべての情報を、2004年4月に定められた

素グループは国により定められた表示基準に従い、必要な情報を

｢味の素グループ情報セキュリティポリシー｣に従い責任を

消費者に提供するとともに、未承認ＧＭＯ混入防止のために自社
の検査技術を確立しています。

もって管理しています｡グループ各社でもこのポリシーに
基づき、｢情報取扱規程｣を制定し､情報管理を実践してい
ます｡年々増加する情報を安全に利用するため､グループ全
体でセキュリティ向上に取り組みます｡

ウェブでも商品改善例や商品の情報を公開しています 〉
〉
〉http://www.ajinomoto.co.jp/okyakusama/
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取引先様とともに

株主・投資家様とともに

高品質で環境負荷の低い循環型生産プロセスをめざし、

会社情報の適時・適切な開示、

社会の発展に貢献できるよう、公正に事業を行いながら、

双方向のコミュニケーションを通じて、

取引先様とともに成長していく企業になります。

株主・投資家様からの信頼を高めていきます。

公正な取引の実現

社会的責任投資（SRI）

味の素グループは、
「味の素グループ行動規範」で、購入

財務的側面だけでなく、社会・倫理・環境面から企業の

先や業務委託先の選定などの取引開始にあたっては、どの

社会的責任を積極的に果たす企業を評価し、投資する社会

取引先様とも常にオープンに接し、取引先様の経営内容や

的責任投資（SRI）は、1980年代に欧米で本格化して以

信頼性・技術力・実績などを踏まえ、価格・品質・サービス

来、近年はアジア諸国や日本においても徐々に一般化しつ

などの条件を公正に比較して決定することを定めています。

つあります。
こうしたなか、味の素（株）は、国内外のSRI評価機関か
ら高い評価を獲得しています。

品質監査

2005年6月現在、味の素（株）は、英国のファイナン

味の素（株）購買部と食品原料部では、取引先様に対し

シャルタイムズ社とロンドン証券取引所の合弁会社FTSE

て年度監査計画に沿って定期および臨時の品質監査を行っ

社のSRIインデックス、「FTSE4Good」インデックスシ

ています。これは、取引先様の品質レベルの向上をサポー

リーズに組み入れられているほか、国内外のさまざまなSRI

トするとともに、サプライチェーンのすべてについて管理

ファンドに組み入れられています。

を徹底するためです。

コミュニケーション
味の素（株）は、
「適時・適切・正確・公平・自発的・継続
的」を基本原則として、投資家の皆様への情報発信、対話に
努めています。
機関投資家・アナリストの皆様に対しては、年2回の決算
説明会のほか、個別事業説明会や施設見学会を適宜開催する
取引先様の品質監査の様子

とともに、取材への対応など、対話の場を多く設けています。
個人の投資家や海外の投資家の皆様にも同様の情報を提

環境管理
味の素グループでは、2004年6月に「味の素グループ

供するために、機関投資家・アナリスト向けの説明会で配
布した資料などを和・英それぞれのホームページに掲載し
ています。このほかにも、アニュアルレポートやファクト

グリーン調達ガイドライン」を策定し、その中で取引先様

シートなどを準備し、ホームページに掲載しているほか、

に対して環境マネジメントシステムの構築を求めることを

ご要望に応じて配布しています。なお2004年より、知的

定めました。今後は、環境マネジメントシステムを構築で

財産報告書を新たに発行しています。

きていない取引先様に対して、味の素グループのグリーン

また、株主・投資家の皆様から頂いた貴重なご意見・ご

調達に関する考え方を伝え、取引先様から要請がある場合

要望や、IR活動を通じて得た情報を、企業統治・環境経

は、環境マネジメントシステム構築に関するアドバイスを

営・事業戦略などの経営方針の策定にいかしています。

行っていく考えです。
ウェブでもIR情報について公開しています 〉
〉
〉http://www.ajinomoto.co.jp/ir/
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地域社会とともに
良き企業市民として、地域の生活や文化を大切にし、
持続的な循環型社会の実現や、地域社会の発展を考えた取り組みを通して、
コミュニティの一員として信頼される企業となります。

社会貢献活動

食のガーデン
味の素（株）では、自ら作物を育てる体験を通して、食の大切

味の素グループは、世界が環境・貧困・人権・教育など

さや、人や自然への感謝の気持ちを感じる機会を育む体験型食育

多岐にわたる問題に直面する今日、21世紀を豊かで希望

プログラム「食のガーデン」を、2004年度から実施しています。

に満ちた世紀にしていくことは、人類共通の課題であると

小学校で野菜を育て、観察活動や俳画づくりなど栽培の過程での

認識し、良き企業市民として、21世紀の地球が抱える多

ユニークな学習に取り組むほか、収穫した野菜を調理して味わい、
地域の食文化や生活習慣について学習をする総合的なプログラム

くの問題を自らの課題として受けとめ、「健康で活力ある

です。2005年度は約

社会」の実現をめざした活動を推進しています。

5,000名の小学生が参
加し、全員に野菜苗、
鉢、

グループ理念にある「食と健康」をテーマにした活動を中

土、支柱、児童用活動

心に、世界の人々のより良い生活の実現に向け、外部の活動

ノートを提供しました。

組織とも連携しながらグループ一丸となって取り組んでい
きます。

収穫の様子

社会貢献活動

地域別／プログラム別マップ

● グローバルプログラム

● 財団による社会活動

味の素グループが統一テーマを掲げてグローバルに展開する活動

味の素グループ関連の財団が、それぞれの運営綱領に基づいて行う活動

● ローカルプログラム

● 従業員の社会活動

グループの各法人、
事業所が、
地域のニーズを踏まえ、
地域ごとに行う活動

グローバルプログラム
AIN
日本
タイ
フィリピン

※栄養教育／栄養改善

マレーシア
ア
ジ
ア

インドネシア

カンボジア

※栄養改善／地域開発

北
米
南
米
欧
州
リア
カフ

ペルー

食の教育／国際理解

食文化／教育支援

社会福祉／教育支援

社会福祉／教育支援

従業員の社会活動

地域交流

環境保護／寄付活動

※農村開発

住宅建設／災害支援

栄養改善

教育支援

社会福祉／教育支援

「AJINOMOTO
GROUP
CITIZENSHIP
DAY」

チャリティーイベント
※栄養改善

USA
ブラジル

財団による社会活動

地域交流

中国
バングラデシュ

ローカルプログラム

地域交流／社会福祉

シンガポール
ベトナム

従業員が主体的に行う社会活動

環境保護
※栄養改善
栄養改善

EU

社会福祉／教育支援
教育支援

研究開発支援

環境保護

ナイジェリア

チャリティーイベント
※ 現在支援中

ウェブでも社会貢献活動について公開しています 〉〉〉http://www.ajinomoto.co.jp/company/kouken/
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従業員とともに
多様化する個人の価値観を受け入れることで信頼関係を築き、個人の自己実現を通じて、
従業員とその家族の幸せを大切にします。
「食品・アミノ酸系の、日本から出発した世界企業」として
グローバルに活躍する人材を育成し、従業員が誇りのもてる会社になります。

人材の雇用・育成

職場環境

味の素グループは、2003年に「味の素グループ人材バ

味の素グループは、すべての従業員が心身ともに健康で、

リュー」と「味の素グループ人事ポリシー」から成る「味の

生き生きと働ける制度を整備しています。従業員の多様な

素グループ人事理念」を明文化し、
「あなたは、味の素の『あ

価値観を重視し、ワーク＆ライフバランスのとれた職場環

したのもと』です」という考え方を柱に、求められる人材

境の実現をめざします。

像を明確にし、人材教育や人事の施策を実施しています。

ハラスメントへの対応とメンタルヘルスケア
味の素グループは、相談窓口をグループ外部と内部に設
味の素グループ 地域別人員構成
ヨーロッパ
6％

アメリカ地域
10％

トを実施しています。
また、バランスのとれた職場環境実現にはメンタルヘル

日本
40％
海外の非日本人
役員比率
32％

けたほか、2003年度からハラスメントに関するアンケー

スケアが不可欠だと考え、定期健康診断では産業医がすべ

アジア
44％

ての従業員と面接を行っています。月間残業時間が一定以
合 計
約30,000人

上の従業員にもアンケートや面接を行っています。

人権について
障害をもつ方の雇用
味の素（株）は、2003年度以降、法定雇用率（1.8％）

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。味の素（株）では、人

を超える障害者雇用率を維持しています。今後も法遵守の

権問題に対する啓発計画を立案し、企業が人権問題に取り

観点だけではなく、CSRの重要な課題としてグループ全体

組む意義や、身近な人権問題を中心に人権啓発を行ってい

で取り組みを進めます。

ます。

グローバルに活躍できる人材の配置・育成

働きがいの重視

味の素グループは、23の国と地域にネットワークをも

味の素（株）は、従業員が出産や育児をしながら職場で

つグローバル企業として、またアミノ酸のリーディングカ

継続的に能力が発揮できるように、職場の声を可能な限り

ンパニーとして、今後さらなる事業展開をしていくため、

反映した「育児休業制度」
「育児短時間勤務制度」
「子供看

世界に通じる人材の育成に力を入れています。2004年4

護休暇制度」などの制度をつくっています。高齢化社会に

月から優秀な人材をグループベースで世界中から登用・配

向けて「看護休職制度」も制定しています。これらの制度

＊

置するGEM 制度をスタートしました。

は社会の変化に応じ、従業員が利用しやすいように改訂を

＊GEM：Group Executive Manager

行っていくほか、「次世代育成支援対策推進法」へのきめ
細かな対応も進めていきます。
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地球環境のために
資源循環型プロセスを取り込み、技術開発を積極的に推進し、環境負荷ゼロを実現します。
地域社会に支えられながら事業活動を行う味の素グループは、生態系にも配慮した事業展開を
めざすとともに、生活者の視点に立ち、ありのままの姿をいつでもお見せする事業所となります。

味の素グループ・ゼロエミッション
私たちの認識

私たちのめざすもの
そこで私たちは、環境負荷削減の究極の姿、すなわち、
環境負荷の排出をなくす（極小化する）こと＝ゼロエミッ

味の素グループは、環境規制の遵守や公害発生の防止は

ションをめざします。生産活動だけでなく、また各国・各

当然として、これまでも、工場廃水を処理して浄化したり、

地域の法規制の有無やレベルにかかわらず、グループ独自

省資源に努めたりするなど、環境負荷の削減に自主的に取

の統一基準をもって、あらゆる事業活動から発生する各種

り組み、成果を挙げてきました。しかし、それでも グロ

の環境負荷の極小化を図ること−これが「味の素グルー

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

プ・ゼロエミッション」の考え方です。

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

2010年までの具体的な行動計画として、取り組み項目、

があります。これは、農林水産資源などの地球環境の恵み

達成目標値を示した「味の素グループ・ゼロエミッション」

を原料とし事業活動を行っている味の素グループにとって、

05/10計画を定めました。達成目標の中には、現在の法

環境・資源の永続的保全と事業の永続的発展のために、挑

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

戦し解決しなければならない課題です。

すが、味の素グループは、こうした高い目標への積極的な
挑戦こそが私たちの創造性を刺激して抜本的な技術革新を
可能にし、企業としての永続的発展を確かなものとし、地
球環境の保全に貢献すると確信しています。

「味の素グループ・ゼロエミッション」05/10 計画
2004年 味の素グループの事業活動（売上約1.1兆円）

エネルギーの使用

CO2
216万トン

水の使用

排水
2億トン

2010年 味の素グループの事業活動（売上約1.5 兆円）
エネルギーの使用

水の使用

原材料の使用
廃棄物
廃棄商品
副生物など

CO2

排水

エネルギーの
効率的使用

排水負荷
極小化

原材料の使用

廃棄物
廃棄商品
副生物など
200万トン

取り組みの実績（2004年度）
味の素グループの主な環境負荷はその8〜9割が発酵関

資源化率
99％以上

ISO14001―環境マネジメントの基本ツール―
味の素グループは、環境マネジメントシステムの国際規格

連事業から排出されますが、新技術の導入などにより CO2

ISO14001を環境マネジメントの基本ツールとしています。

の排出量原単位は22％改善しました（対2001年度）。副

環境面で重要なすべての事業所での認証取得をめざします。

生物・廃棄物の資源化の取り組みでは、グ

認証取得累積拠点数
111

ループ全体の資源化率が97.8％になりま
資源化率
97.8％

した。国内営業部門では廃棄商品の削減も
進みました。

2004年度までの実績
2005、2007年度までの計画

128

65
2004

2005

2007（年度）

ウェブでも環境への取り組みについて公開しています 〉
〉
〉http://www.ajinomoto.co.jp/company/kankyo/
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味の素グループのCSR活動について、さらに詳しく紹介しています。

味の素グループホームページ
CSRへの取り組み
http://www.ajinomoto.co.jp/company/csr/
味の素グループのCSRへの取り組みについての詳細、レ
ポートのダウンロードなどができます。皆様からのご意
見もお待ちしています。

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
「サトウキビ」
（縦割り断面）。
サトウキビはご存知の通り砂糖の原料で
すが、味の素グループでは、「アミノ酸」の
原料に使っています。サトウキビをしぼっ
た糖蜜に発酵菌を加えると、うま味調味料
「味の素」の主成分であるグルタミン酸な
ど、さまざまなアミノ酸をつくることがで
きるのです。ブラジルやタイなどの工場で
は、その土地で収穫されるサトウキビをア
ミノ酸原料に使用しています。

味の素グループCSRレポート2005
今年度初めて、CSRレポートとして報告書
を発行しました。客観性を高めるため、外
部専門家3名にご意見を頂き、味の素グルー
プの取り組みを、分かりやすく紹介してい
ます。

発行元およびお問い合わせ先
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 ：03-5250-8378
E-mail ：ajicsr̲soshiki@ajinomoto.com
発行 2005年9月

本冊子について

本冊子は、味の素グループのCSRについて全従業員が理解を深めることを目的に、
「味の素グループ CSRレポート
2005」の内容を集約したダイジェスト版です。活動内容をコンパクトにまとめていますので、味の素グループのことを知
りたい皆様に、是非お読み頂きたい内容です。ご活用頂ければ幸いです。

対象期間

2004年度（2004年4月〜2005年3月）
活動については、一部直近の内容も含みます。
本報告書記載記事の無断転載・複製を禁じます。
c 味の素株式会社 2005

Cert no. SA-COC-1210

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（表紙のみサトウキビの繊維で作られたバガス紙）。
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。
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。

