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　この「環境保全活動事例集」は、キッコーマンとグループ各社の代表的な環境
保全活動を、テーマ別に整理してご紹介するものです。

　微生物の働きを生業の基礎とするキッコーマンは、創業以来、自然との調和を
大切に考えてきました。特に、企業と自然との係わり合いに社会的関心が高まっ
た1970年代以降は、健全な自然保全を重大な経営目標の一つに定め、グルー
プを挙げてさまざまな施策に取り組んでまいりました。

　ここに記載されている各種の事例は、キッコーマングループが行った環境保全
活動の内、
（1）毎年発表している「社会・環境報告書」（2004年～2005年は「環境経営報

告書」、2003年以前は「環境報告書」）に記載された主な環境保全活動事例
（2）後の参考のために記録しておきたい活動事例
（3）それぞれの活動に関連がある、キッコーマングループ独自の事例
を選んで、それぞれの時点で開示可能な具体的なデータや要請の高い専門的
情報などを添付し、テーマ別により詳細な形で取りまとめたものです。（報告書に
記載された事例には該当報告書の記載頁が、また、それ以外の事例には活動が
行われた、あるいは事例集に記載された年度が、それぞれ記されています。）

　ここに記載されている事例の中には、現在終了あるいは中止したものもありま
すが、記録性を重視して本「事例集」からは削除しておりません。（各事例の現状
をお知りになりたい方は、以下の環境部までお問い合わせ下さい。）

　当社のステークホールダーの方々の、あるいは環境問題に関心を寄せられて
いる方々のご参考に供すると共に、皆様方から更なるご教示を賜りたく存じます。
　ここに記された内容に関するご意見、ご感想、ご示唆などは、
　キッコーマン（株）環境部　ＴＥＬ：０４－７１２３－５０６１ 

ＦＡＸ：０４－７１２３－５１８８
Ｅ-mail：kikakukanri@mail.kikkoman.co.jp

までお寄せください。

当コンテンツにアクセスしていただき、ありがとうございました。
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１）環境理念
２）行動指針
３）重点課題

１）環境マネジメント推進体制の歩み
２）ISO14001の一括認証取得を目指して
環境マネジメント推進体制の改組

３）ISO14001一括認証取得後の環境
マネジメント推進体制

１）2009年9月以前
２）2009年10月以降

１）2000年度～2004年度
２）2005年度～2010年度
３）2011年度～2012年度

１）しょうゆ
２）しょうゆ・つゆ・たれ
３）定義を変更しグループ目標として設定

１）コージェネレーター導入
２）ハイブリット外灯
３）国内排出量取引制度を利用した
小型ボイラー導入

４）重油からガスへの燃料転換を実施
（１）日本デルモンテ長野工場
（２）フードケミファ
（３）キッコーマン食品野田工場製造第２部
（４）バイオケミファ江戸川プラント

５）太陽光発電の導入
（１）キッコーマン食品野田工場
（２）KFIカリフォルニア工場

６）製造過程の温度調節
（１）マンズワイン２種類の温度調節

７）購入蒸気の廃止と小型ボイラーの増設
８）原料処理工程でのエネルギー削減　
９）滅菌工程でのエネルギー削減　
10）機材の更新によるエネルギー削減　
11）廃熱回収ヒートポンプ導入　　
12）断熱塗装による熱効率改善
13）篩分け作業の改良
14）ストロー通い箱の採用
15）燃焼空気の循環利用
16）空調機の更新
17）洗浄方法の改善で水削減と省エネ

４．物流での工夫

５．オフィスでの工夫

６．建物の工夫

７．カーボンフットプリント

１．食品リサイクル法にもとづく再生利用等実施率推移

２．しょうゆ粕の利用

３．しょうゆ油の利用

４．トマトの果皮の利用

５．ブドウの種子の利用

６．りんご等残さの利用

７．リサイクル・ループの構築
８．おからの利用

９．海藻残さの活用

10．排水処理汚泥を肥料に

11．排水処理汚泥残さのスラグへの活用

Ⅲ．廃棄物・副産物の削減と再生利用

１）トラック走行の無駄を排除した工場直送
システム

２）大型流通倉庫稼動による環境改善
３）総武物流の環境方針
４）製品物流と調達物流の一元化
５）モーダルシフトの推進

１）テレビ会議

１）環境にやさしい野田本社
２）インバーターエアコン導入
３）コルエアダクトの採用
４）環境にやさしいキッコーマン総合病院

１）カーボンフットプリント
２）「おいしい無調整豆乳1000mℓ」のCFP
３）「特選丸大豆しょうゆ1ℓ」のCFP

１）再生利用等実施率推移
２）国内外主要製造会社の再生利用率推移

１）しょうゆ粕の歩み
２）燃料への活用
３）畜産飼料への活用
４）製紙への活用
５）畜産飼料の拡大
（１）ドライミール製造乾燥設備の導入
（２）フレッシュミール袋詰め設備の増設
（３）しょうゆ粕の飼料化100％達成

１）しょうゆ油の歩み
２）養殖魚用飼料への活用
３）燃料への活用

１）抗アレルギー作用の活用

１）抗酸化作用の活用

１）商品化

１）おからパウダー
２）バッファタンクの導入

１）葉面散布液
２）海藻肥料

１）排水汚泥の有機肥料化
２）水田肥料として活用

12．酒類輸入容器の再生利用
13．使用済み珪藻土の飼料化
14．小袋充填効率向上で廃棄物削減

１．容器包装委員会
２．容器包装に関する指針
３．容器・包装の歩み

４．容器軽量化

5．製品

Ⅳ．容器・包装の工夫

１）PETボトル（ペットボトル）の導入
２）リターナブル容器(1918年）
３）詰め替え用小型容器（1961年）
４）離脱できるキャップ（エコキャップ）の採用
(1999年）

５）みりん用1.8ℓHPの把手をPET化(1999年）
６）剥離しやすく洗浄しやすいのりを使用した
PET用ラベル採用（2000年）

７）離脱できるTEMPエコキャップ(2002年）
８）御用蔵しょうゆカートン印刷に水なし印刷
を使用（2003年）

９）18ℓ缶天パット接着法をホットメルトから
エコクラフトテープに変更（2003年）

10）TEMPエコキャップの食品容器への使用
拡大（2004年）

11）料理酒ボトルの透明化(2007年)
12）テトラリカルトの採用(2007年)
13）しょうゆ750mℓ・500mℓ新容器開発
14）新型エコキャップの採用
15）100mℓPETボトルのキャップにいたずら
防止機能新設

16）生しょうゆパウチ
17）やわらか密封容器
18）ワインアルミ缶
19）ワインPETボトル
20）バイオPET樹脂

１）マンズワイン 720mℓびん
２）キッコーマン 300mℓガラスびん
３）BIB（バックインボックス）の改良
４）900mℓPETボトル
５）500mℓPETボトル
６）キッコーマンしょうゆ9アイテムの段ボール
７）キッコーマン料理酒1ℓPETボトル
８）2008年度の対応
９）1.8ℓPETボトル把手のPET化
10)薄肉シュリンクラベルの採用
11)１ℓPETボトルの軽量化
12)バリットボックス
13)オトール８
14)ピロー包装
15）1.8ℓ準耐熱PETボトル

１）環境にやさしい商品に指定

１．公害対策

２．環境マネジメント

１．環境情報の収集と開示

Ⅴ．環境マネジメントの推進

Ⅵ．環境コミュニケーションの推進

１）産業廃棄物の適正処理マニュアル
２）大気汚染の防止
３）物流の大気汚染防止努力
４）排水処理
（１）スーパーオルセトラー導入
（２）上花輪ラグーン
（３）江戸川を守る排水管理
（４）日本デルモンテ群馬工場の工夫
（５）江戸川プラント排水処理施設改良

５）黒色汚染（黒かび）について
６）緊急事態対応訓練
（１）キッコーマン食品野田工場
（２）日本デルモンテ群馬工場
（３）キッコーマン食品高砂工場

７）工場構内作業規定の制定
 
１）ISO14001認証取得
（１）ISO14001認証取得（2005年度まで）
（２）一括認証取得活動経緯

２）PDCAの活用
（１）ISO文書の電子化

３）社員・従業員・関係業者への環境教育
（１）新人研修
（２）新任主幹研修
（３）海外赴任者環境研修
（４）内部環境監査員研修
（５）ISO現場教育
（６）取引業者への環境教育
（７）排水･廃棄物管理担当者研修会

４）グループ内の情報交換
（１）キッコーマングループ環境担当者情報

交換会 
（２）野田・高砂工場情報交換会
（３）高砂工場環境対策委員会
（４）環境関連法令の情報共有
（５）野田・流山環境保全懇談会
（６）環境ヒヤリハットの実施
（７）グループ連携の強化
５）内部環境監査
（１）ISO14001未取得事業所
（２）クロス内部監査の実施
（３）アメリカ ウィスコンシン工場と

カリフォルニア工場
（４）ヨーロッパ工場
（５）シンガポール・台湾・中国（昆山）工場
（６）タイ サイアムデルモンテ
（７）中国（石家庄）工場

２．関係団体との活動実施

３．環境会計

４．エネルギー・資源フロー

５．寄付

１．生物多様性
Ⅶ．自然保護

１）エコプロダクツ
２）環境シンポジウム2004千葉会議での発表
３）東京海洋大学環境公開セミナーでの講義
４）千葉大環境シンポジウム
５）環境マネジメント・インターンシップ
６）東京理科大学での小学生を対象とした公開
講座

７）清水公園でのエコ学習
８）「エコメッセ2008 in ちば」パネリストとして
参加

９）海外からの研修生受け入れ
（１）アジア諸国からの研修生対象環境

セミナー
（２）マレーシア環境関係者研修

10）環境団体が訪問
11）完全混合飼料（TMR）センター報告
 
１）地域団体への協力
（１）関東農林水産関連企業環境対策協議会
（２）千葉県環境計量協会
（３）千葉県環境保全協議会
（４）野田市環境審議会
２）地域活動への協力 
（１）福島県南相馬市の内部環境監査に協力
（２）環境美化活動

①植樹活動
②クリーン作戦
③地域の環境活動への参加

３）環境関連団体への協力
（１）チーム・マイナス６％への参加
（２）「食品リサイクル法改正」への協力
（３）グリーン購入ネットワーク（GPN)に協力
（４）エコ商品ねっとに参加
４）容器包装関係団体での活動
（１）容器包装ダイエット宣言に参加
（２）「ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会」に

参加
 
１）キッコーマングループの環境会計
（１）環境会計とは
（２）キッコーマングループ環境会計の歩み
（３）対象範囲（2009年度現在）
（４）仕組み

２）「日経・JBIC排出量取引参考気配」の採用
３）「JｰVER制度」の採用

１）エネルギー・資源フロー

１）ちば環境再生基金

１）生物多様性への取り組み
（１）生物多様性発表
（２）生物多様性民間参画パートナー

シップ加入
２．清水公園
３．北海道野生動物保護公社への協力
４．緑の環境維持
５．工場緑化推進で経済産業大臣賞受賞
６．ボーイスカウトの手賀沼水質調査に協力
７．アメリカ

８．オランダ

９．シンガポール

10．バイオで救う自然の命

11．植物ワクチン

１．non-GMO（非遺伝子組換え）原料の活用
２．ポジティブリスト制度に対応した農薬検査

１．受賞記録（1995年～）
２．環境保全活動の歩み

Ⅷ．製品にこめられた環境配慮

Ⅸ．環境保全の歩み

１）カリフォルニア工場の環境保全活動

１）環境浄化協力
２）植林支援

１）人造池開発支援
２）自然遺産の木を授与される

１）ホタルの命



１．キッコーマングループ環境憲章

２．環境に関する自主行動計画（ボランタリー・プラン）
３．環境マネジメント推進体制 
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３）2011年度～2012年度

１）しょうゆ
２）しょうゆ・つゆ・たれ
３）定義を変更しグループ目標として設定

１）コージェネレーター導入
２）ハイブリット外灯
３）国内排出量取引制度を利用した
小型ボイラー導入

４）重油からガスへの燃料転換を実施
（１）日本デルモンテ長野工場
（２）フードケミファ
（３）キッコーマン食品野田工場製造第２部
（４）バイオケミファ江戸川プラント

５）太陽光発電の導入
（１）キッコーマン食品野田工場
（２）KFIカリフォルニア工場

６）製造過程の温度調節
（１）マンズワイン２種類の温度調節

７）購入蒸気の廃止と小型ボイラーの増設
８）原料処理工程でのエネルギー削減　
９）滅菌工程でのエネルギー削減　
10）機材の更新によるエネルギー削減　
11）廃熱回収ヒートポンプ導入　　
12）断熱塗装による熱効率改善
13）篩分け作業の改良
14）ストロー通い箱の採用
15）燃焼空気の循環利用
16）空調機の更新
17）洗浄方法の改善で水削減と省エネ

４．物流での工夫

５．オフィスでの工夫

６．建物の工夫

７．カーボンフットプリント

１．食品リサイクル法にもとづく再生利用等実施率推移

２．しょうゆ粕の利用

３．しょうゆ油の利用

４．トマトの果皮の利用

５．ブドウの種子の利用

６．りんご等残さの利用

７．リサイクル・ループの構築
８．おからの利用

９．海藻残さの活用

10．排水処理汚泥を肥料に

11．排水処理汚泥残さのスラグへの活用

Ⅲ．廃棄物・副産物の削減と再生利用
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45
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47
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50
50
50
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52

１）トラック走行の無駄を排除した工場直送
システム

２）大型流通倉庫稼動による環境改善
３）総武物流の環境方針
４）製品物流と調達物流の一元化
５）モーダルシフトの推進

１）テレビ会議

１）環境にやさしい野田本社
２）インバーターエアコン導入
３）コルエアダクトの採用
４）環境にやさしいキッコーマン総合病院

１）カーボンフットプリント
２）「おいしい無調整豆乳1000mℓ」のCFP
３）「特選丸大豆しょうゆ1ℓ」のCFP

１）再生利用等実施率推移
２）国内外主要製造会社の再生利用率推移

１）しょうゆ粕の歩み
２）燃料への活用
３）畜産飼料への活用
４）製紙への活用
５）畜産飼料の拡大
（１）ドライミール製造乾燥設備の導入
（２）フレッシュミール袋詰め設備の増設
（３）しょうゆ粕の飼料化100％達成

１）しょうゆ油の歩み
２）養殖魚用飼料への活用
３）燃料への活用

１）抗アレルギー作用の活用

１）抗酸化作用の活用

１）商品化

１）おからパウダー
２）バッファタンクの導入

１）葉面散布液
２）海藻肥料

１）排水汚泥の有機肥料化
２）水田肥料として活用

12．酒類輸入容器の再生利用
13．使用済み珪藻土の飼料化
14．小袋充填効率向上で廃棄物削減

１．容器包装委員会
２．容器包装に関する指針
３．容器・包装の歩み

４．容器軽量化

5．製品

Ⅳ．容器・包装の工夫
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60
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64
64
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64

65
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66
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１）PETボトル（ペットボトル）の導入
２）リターナブル容器(1918年）
３）詰め替え用小型容器（1961年）
４）離脱できるキャップ（エコキャップ）の採用
(1999年）

５）みりん用1.8ℓHPの把手をPET化(1999年）
６）剥離しやすく洗浄しやすいのりを使用した
PET用ラベル採用（2000年）

７）離脱できるTEMPエコキャップ(2002年）
８）御用蔵しょうゆカートン印刷に水なし印刷
を使用（2003年）

９）18ℓ缶天パット接着法をホットメルトから
エコクラフトテープに変更（2003年）

10）TEMPエコキャップの食品容器への使用
拡大（2004年）

11）料理酒ボトルの透明化(2007年)
12）テトラリカルトの採用(2007年)
13）しょうゆ750mℓ・500mℓ新容器開発
14）新型エコキャップの採用
15）100mℓPETボトルのキャップにいたずら
防止機能新設

16）生しょうゆパウチ
17）やわらか密封容器
18）ワインアルミ缶
19）ワインPETボトル
20）バイオPET樹脂

１）マンズワイン 720mℓびん
２）キッコーマン 300mℓガラスびん
３）BIB（バックインボックス）の改良
４）900mℓPETボトル
５）500mℓPETボトル
６）キッコーマンしょうゆ9アイテムの段ボール
７）キッコーマン料理酒1ℓPETボトル
８）2008年度の対応
９）1.8ℓPETボトル把手のPET化
10)薄肉シュリンクラベルの採用
11)１ℓPETボトルの軽量化
12)バリットボックス
13)オトール８
14)ピロー包装
15）1.8ℓ準耐熱PETボトル

１）環境にやさしい商品に指定

１．公害対策

２．環境マネジメント

１．環境情報の収集と開示

Ⅴ．環境マネジメントの推進

Ⅵ．環境コミュニケーションの推進

１）産業廃棄物の適正処理マニュアル
２）大気汚染の防止
３）物流の大気汚染防止努力
４）排水処理
（１）スーパーオルセトラー導入
（２）上花輪ラグーン
（３）江戸川を守る排水管理
（４）日本デルモンテ群馬工場の工夫
（５）江戸川プラント排水処理施設改良

５）黒色汚染（黒かび）について
６）緊急事態対応訓練
（１）キッコーマン食品野田工場
（２）日本デルモンテ群馬工場
（３）キッコーマン食品高砂工場

７）工場構内作業規定の制定
 
１）ISO14001認証取得
（１）ISO14001認証取得（2005年度まで）
（２）一括認証取得活動経緯

２）PDCAの活用
（１）ISO文書の電子化

３）社員・従業員・関係業者への環境教育
（１）新人研修
（２）新任主幹研修
（３）海外赴任者環境研修
（４）内部環境監査員研修
（５）ISO現場教育
（６）取引業者への環境教育
（７）排水･廃棄物管理担当者研修会

４）グループ内の情報交換
（１）キッコーマングループ環境担当者情報

交換会 
（２）野田・高砂工場情報交換会
（３）高砂工場環境対策委員会
（４）環境関連法令の情報共有
（５）野田・流山環境保全懇談会
（６）環境ヒヤリハットの実施
（７）グループ連携の強化
５）内部環境監査
（１）ISO14001未取得事業所
（２）クロス内部監査の実施
（３）アメリカ ウィスコンシン工場と

カリフォルニア工場
（４）ヨーロッパ工場
（５）シンガポール・台湾・中国（昆山）工場
（６）タイ サイアムデルモンテ
（７）中国（石家庄）工場

２．関係団体との活動実施

３．環境会計

４．エネルギー・資源フロー

５．寄付

１．生物多様性
Ⅶ．自然保護

１）エコプロダクツ
２）環境シンポジウム2004千葉会議での発表
３）東京海洋大学環境公開セミナーでの講義
４）千葉大環境シンポジウム
５）環境マネジメント・インターンシップ
６）東京理科大学での小学生を対象とした公開
講座

７）清水公園でのエコ学習
８）「エコメッセ2008 in ちば」パネリストとして
参加

９）海外からの研修生受け入れ
（１）アジア諸国からの研修生対象環境

セミナー
（２）マレーシア環境関係者研修

10）環境団体が訪問
11）完全混合飼料（TMR）センター報告
 
１）地域団体への協力
（１）関東農林水産関連企業環境対策協議会
（２）千葉県環境計量協会
（３）千葉県環境保全協議会
（４）野田市環境審議会
２）地域活動への協力 
（１）福島県南相馬市の内部環境監査に協力
（２）環境美化活動

①植樹活動
②クリーン作戦
③地域の環境活動への参加

３）環境関連団体への協力
（１）チーム・マイナス６％への参加
（２）「食品リサイクル法改正」への協力
（３）グリーン購入ネットワーク（GPN)に協力
（４）エコ商品ねっとに参加
４）容器包装関係団体での活動
（１）容器包装ダイエット宣言に参加
（２）「ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会」に

参加
 
１）キッコーマングループの環境会計
（１）環境会計とは
（２）キッコーマングループ環境会計の歩み
（３）対象範囲（2009年度現在）
（４）仕組み

２）「日経・JBIC排出量取引参考気配」の採用
３）「JｰVER制度」の採用

１）エネルギー・資源フロー

１）ちば環境再生基金

１）生物多様性への取り組み
（１）生物多様性発表
（２）生物多様性民間参画パートナー

シップ加入
２．清水公園
３．北海道野生動物保護公社への協力
４．緑の環境維持
５．工場緑化推進で経済産業大臣賞受賞
６．ボーイスカウトの手賀沼水質調査に協力
７．アメリカ

８．オランダ

９．シンガポール

10．バイオで救う自然の命

11．植物ワクチン

１．non-GMO（非遺伝子組換え）原料の活用
２．ポジティブリスト制度に対応した農薬検査

１．受賞記録（1995年～）
２．環境保全活動の歩み

Ⅷ．製品にこめられた環境配慮

Ⅸ．環境保全の歩み

１）カリフォルニア工場の環境保全活動

１）環境浄化協力
２）植林支援

１）人造池開発支援
２）自然遺産の木を授与される

１）ホタルの命



１．キッコーマングループ環境憲章

２．環境に関する自主行動計画（ボランタリー・プラン）
３．環境マネジメント推進体制 

４．環境部

１．CO2総排出量の推移

２．原単位あたりCO2排出量

３．工場での工夫

キッコーマングループ 環境保全活動事例集
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（２）フレッシュミール袋詰め設備の増設
（３）しょうゆ粕の飼料化100％達成

１）しょうゆ油の歩み
２）養殖魚用飼料への活用
３）燃料への活用

１）抗アレルギー作用の活用

１）抗酸化作用の活用

１）商品化

１）おからパウダー
２）バッファタンクの導入

１）葉面散布液
２）海藻肥料

１）排水汚泥の有機肥料化
２）水田肥料として活用

12．酒類輸入容器の再生利用
13．使用済み珪藻土の飼料化
14．小袋充填効率向上で廃棄物削減

１．容器包装委員会
２．容器包装に関する指針
３．容器・包装の歩み

４．容器軽量化

5．製品

Ⅳ．容器・包装の工夫

１）PETボトル（ペットボトル）の導入
２）リターナブル容器(1918年）
３）詰め替え用小型容器（1961年）
４）離脱できるキャップ（エコキャップ）の採用
(1999年）

５）みりん用1.8ℓHPの把手をPET化(1999年）
６）剥離しやすく洗浄しやすいのりを使用した
PET用ラベル採用（2000年）

７）離脱できるTEMPエコキャップ(2002年）
８）御用蔵しょうゆカートン印刷に水なし印刷
を使用（2003年）

９）18ℓ缶天パット接着法をホットメルトから
エコクラフトテープに変更（2003年）

10）TEMPエコキャップの食品容器への使用
拡大（2004年）

11）料理酒ボトルの透明化(2007年)
12）テトラリカルトの採用(2007年)
13）しょうゆ750mℓ・500mℓ新容器開発
14）新型エコキャップの採用
15）100mℓPETボトルのキャップにいたずら
防止機能新設

16）生しょうゆパウチ
17）やわらか密封容器
18）ワインアルミ缶
19）ワインPETボトル
20）バイオPET樹脂

１）マンズワイン 720mℓびん
２）キッコーマン 300mℓガラスびん
３）BIB（バックインボックス）の改良
４）900mℓPETボトル
５）500mℓPETボトル
６）キッコーマンしょうゆ9アイテムの段ボール
７）キッコーマン料理酒1ℓPETボトル
８）2008年度の対応
９）1.8ℓPETボトル把手のPET化
10)薄肉シュリンクラベルの採用
11)１ℓPETボトルの軽量化
12)バリットボックス
13)オトール８
14)ピロー包装
15）1.8ℓ準耐熱PETボトル

１）環境にやさしい商品に指定

１．公害対策

２．環境マネジメント

１．環境情報の収集と開示

Ⅴ．環境マネジメントの推進

Ⅵ．環境コミュニケーションの推進
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83
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84
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85

85

86
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87
87

88
88

89
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91
92

１）産業廃棄物の適正処理マニュアル
２）大気汚染の防止
３）物流の大気汚染防止努力
４）排水処理
（１）スーパーオルセトラー導入
（２）上花輪ラグーン
（３）江戸川を守る排水管理
（４）日本デルモンテ群馬工場の工夫
（５）江戸川プラント排水処理施設改良

５）黒色汚染（黒かび）について
６）緊急事態対応訓練
（１）キッコーマン食品野田工場
（２）日本デルモンテ群馬工場
（３）キッコーマン食品高砂工場

７）工場構内作業規定の制定
 
１）ISO14001認証取得
（１）ISO14001認証取得（2005年度まで）
（２）一括認証取得活動経緯

２）PDCAの活用
（１）ISO文書の電子化

３）社員・従業員・関係業者への環境教育
（１）新人研修
（２）新任主幹研修
（３）海外赴任者環境研修
（４）内部環境監査員研修
（５）ISO現場教育
（６）取引業者への環境教育
（７）排水･廃棄物管理担当者研修会

４）グループ内の情報交換
（１）キッコーマングループ環境担当者情報

交換会 
（２）野田・高砂工場情報交換会
（３）高砂工場環境対策委員会
（４）環境関連法令の情報共有
（５）野田・流山環境保全懇談会
（６）環境ヒヤリハットの実施
（７）グループ連携の強化
５）内部環境監査
（１）ISO14001未取得事業所
（２）クロス内部監査の実施
（３）アメリカ ウィスコンシン工場と

カリフォルニア工場
（４）ヨーロッパ工場
（５）シンガポール・台湾・中国（昆山）工場
（６）タイ サイアムデルモンテ
（７）中国（石家庄）工場

２．関係団体との活動実施

３．環境会計

４．エネルギー・資源フロー

５．寄付

１．生物多様性
Ⅶ．自然保護

１）エコプロダクツ
２）環境シンポジウム2004千葉会議での発表
３）東京海洋大学環境公開セミナーでの講義
４）千葉大環境シンポジウム
５）環境マネジメント・インターンシップ
６）東京理科大学での小学生を対象とした公開
講座

７）清水公園でのエコ学習
８）「エコメッセ2008 in ちば」パネリストとして
参加

９）海外からの研修生受け入れ
（１）アジア諸国からの研修生対象環境

セミナー
（２）マレーシア環境関係者研修

10）環境団体が訪問
11）完全混合飼料（TMR）センター報告
 
１）地域団体への協力
（１）関東農林水産関連企業環境対策協議会
（２）千葉県環境計量協会
（３）千葉県環境保全協議会
（４）野田市環境審議会
２）地域活動への協力 
（１）福島県南相馬市の内部環境監査に協力
（２）環境美化活動

①植樹活動
②クリーン作戦
③地域の環境活動への参加

３）環境関連団体への協力
（１）チーム・マイナス６％への参加
（２）「食品リサイクル法改正」への協力
（３）グリーン購入ネットワーク（GPN)に協力
（４）エコ商品ねっとに参加
４）容器包装関係団体での活動
（１）容器包装ダイエット宣言に参加
（２）「ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会」に

参加
 
１）キッコーマングループの環境会計
（１）環境会計とは
（２）キッコーマングループ環境会計の歩み
（３）対象範囲（2009年度現在）
（４）仕組み

２）「日経・JBIC排出量取引参考気配」の採用
３）「JｰVER制度」の採用

１）エネルギー・資源フロー

１）ちば環境再生基金

１）生物多様性への取り組み
（１）生物多様性発表
（２）生物多様性民間参画パートナー

シップ加入
２．清水公園
３．北海道野生動物保護公社への協力
４．緑の環境維持
５．工場緑化推進で経済産業大臣賞受賞
６．ボーイスカウトの手賀沼水質調査に協力
７．アメリカ

８．オランダ

９．シンガポール

10．バイオで救う自然の命

11．植物ワクチン

１．non-GMO（非遺伝子組換え）原料の活用
２．ポジティブリスト制度に対応した農薬検査

１．受賞記録（1995年～）
２．環境保全活動の歩み

Ⅷ．製品にこめられた環境配慮

Ⅸ．環境保全の歩み

１）カリフォルニア工場の環境保全活動

１）環境浄化協力
２）植林支援

１）人造池開発支援
２）自然遺産の木を授与される

１）ホタルの命



１．キッコーマングループ環境憲章

　1992年、キッコーマンは「環境憲章」（環境理念と行動指
針）を制定し、公表しました。この憲章は、2007年、キッコー
マングループの環境憲章と引き継がれました。

「自然のいとなみ」とは
　自然の循環の中に無理なく組み込まれて、人が生きていく 
ことです。

「環境と調和のとれた企業活動」とは
　地球環境に出来るだけ負担をかけない生産手段や流通手
段を改善・開発し、企業活動を行うことです。

「ゆとりある社会」とは
　健全な地球環境の中で個人を尊重し、精神的な豊かさに価
値を認める社会のことです。

　キッコーマングループは「環境理念」のもと、自然環境と調
和のとれた企業活動をめざし、地球環境保全と循環型社会の
構築に取り組んでいます。

・ 全ての仕事（開発、調達、生産、販売及び支援）で、
一人ひとりが持ち場持ち場で環境との調和に努力
します。

・ 法令はもとより、自主基準を設定しこれを守ります。
・ 地域の環境保全活動に、社会の一員として積極的に
参加します。

・ 環境について学び、理解を深めます。
・ グローバルな視点で考え、行動します。

　キッコーマングループ中長期環境目標の達成

＜研究・開発部門＞
・ 環境を考慮した製造技術、資材、商品の研究・開発
・ 副産物及び廃棄物の利用技術の研究・開発
＜調達・製造部門＞
・ グリーン調達の推進
・ 省資源・省エネルギーの推進
・ 事業所及び事業所周辺の環境保全対策の実施
＜営業・物流部門＞
・ 廃棄物・戻り品の削減と適正処理
・ 物流の効率化
＜その他の部門＞
・ 環境情報の発信
・ 各種環境保全活動の実施・支援・協力

環境理念のもとに、キッコーマングループが挑む
「重点課題」が設定されています。

【環境理念の解説 】

　

【 全体 】

【 部門別 】

　

１）環境理念

2）行動指針

3）重点課題

キッコ－マングループは、自然のいとなみを尊重し、
環境と調和のとれた企業活動を通して、
ゆとりある社会の実現に貢献します。

わたくしたちは、環境理念の実現をめざし、
創意と工夫を尽くして力強く行動します。

キッコーマングループ 環境保全活動事例集
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目　標方　針

方針１： 地球温暖化防止対策

方針２： 廃棄物対策

方針３： 環境マネジメントシステムの構築

炭酸ガス削減目標　2010年までに、
　　キッコーマングループ生産部門  1990年比  92％（Δ8％）
　　キッコーマン物流部門他  1990年比  92％（Δ8％）

廃棄物再資源化目標　2005年までに、
　　キッコーマン生産部門再資源化率  99％（建築廃材を除く）
　　キッコーマンその他の部門再資源化率 95％

内部環境監査の実施
　　① 製造部門、技術部門　　1995年より実施
　　② 海外工場、関連会社　　1997年より実施
ISO14001認証取得
　　① 製造主要全部門　　　　2005年までに認証取得（含む海外工場、関連会社）
環境会計の導入
　　① 2000年6月末を目途に1999年の生産本部の環境会計を公表
　　② 2001年末までに連結ベースの環境会計導入を目指す

「グローバル・コンパクトの推進」を追加
グローバル・コンパクト9原則のうち、環境に関する3原則を推進する。

2001年1月に国連の「グローバル・コンパクト」に日本企業として初めて参加した。

「地球温暖化防止対策」の目標値改定

2010年度までに、キッコーマングループ（国内主要製造会社）の炭酸ガス（CO2）総排出量を、1990年比90％
（Δ10％）にする。

それまでの目標「1990年比92％（Δ8％）」を2年連続で達成したため、目標数値を上方修正した。目標数字の根拠
は2005年4月に閣議決定された「部門別CO2排出量の削減目標：産業部門は8.6％」に基づく。

「環境教育の推進」を基本方針に追加
社員・従業員、地域・学校、一般への環境教育を推進する。

2003年10月に環境保全活動・環境教育推進法が施行されたことに対応。

「グローバル・コンパクトの推進」（環境部門から削除）

目標を全社目標に統一した。

2001年2月

2005年5月

理 由

目 標

理 由

理 由

理 由

改 定 内 容

改 定 内 容

改 定 内 容

改 定 内 容

２．環境に関する自主行動計画（ボランタリー・プラン）
【 2000年8月に発表された中長期環境方針と目標 】
　キッコーマングループ全体としての重点課題「キッコーマングループ中長期環境目標」の達成のため、1999年に発足した「環境保
全統括委員会」（1-2-2）参照）は、2000年8月、環境に関する自主行動計画（ボランタリープラン）として、以下の「全社中長期環境方
針及び目標」を発表しました。

　以後、環境保全活動の進展と目標の達成に応じて、「中長期　環境方針及び目標」の内容は改定されていきます。

キッコーマングループ 環境保全活動事例集
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2006年5月

2009年5月

2010年6月

「廃棄物対策」の目標改定

（１）廃棄物・副産物の再生利用法の向上
（２）環境配慮型容器・包材の積極推進

それまでの目標「2005年度までに再生利用率99％以上」を達成したため、数値目標ではなく、再生利用の内容を
向上させることとした。また新たに重要課題である容器・包材への取り組みも加えた。

「環境マネジメントシステムの構築」を「環境マネジメントの推進」に改定

（１）PDCAサイクルの積極活用
（２）環境情報の積極的発信
（３）環境会計の開示

（１）それまでの目標「2005年度までに主要事業所でISO14001認証を取得する」を達成したため、そのシステムを 
　  有効に利用することに目標を変更した。
（２）WEB版だった「環境経営報告書」を発展させ、「社会・環境報告書」印刷版を発行し、キッコーマンの環境への
　  取り組みをさらに積極的に発信することを新たな目標とした。
（３）環境会計の「導入」が終了したので、「開示」だけの表示とした。

「地球温暖化防止」の目標に1項目追加

キッコーマングループ（国内外主要製造会社）のCO2排出原単位を前年度比99％以下にする。

CO2削減に関して、海外企業も含めたグループ全体で取り組むため、対象範囲を広げ、また総排出量の数値目標
が国ごとによって異なるため、原単位による数値目標を設定した。

「環境マネジメントの推進」目標に1項目追加

キッコーマングループ全体でISO14001一括認証を2011年度までに取得する。

10月に導入された持株会社制に合致する効率的な環境マネジメントシステムを構築し、継続して改善を行うこと
で、グループ全体により高い環境経営レベルを実現させることを目指して一括認証取得を目標とした。

「廃棄物･副産物の削減と再生利用」の目標改訂

国内製造会社および海外主要製造会社の再生利用率を2014年度までに、99%以上にする。

新たに数値目標を設定

それまでの「環境教育の推進」目標を「環境マネジメントの推進」目標の一部とし、新たに「環境コミュニケーション
の推進」目標を設定

「環境教育」は「環境マネジメント」の一環と考え、環境問題に関する社内外との交流・コミュニケーションを新たな
重要管理事項とした。

目 標

理 由

目 標

理 由

目 標

理 由

目 標

理 由

目 標

理 由

理 由

改 定 内 容

改 定 内 容

改 定 内 容

改 定 内 容

改 定 内 容

改 定 内 容
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2010年12月

2012年5月

「地球温暖化防止」の目標改定

（１）国内主要会社のCO2総排出量を2012年度までに2005年度比で15％以上削減する。
（２）国内主要会社および海外主要製造会社のCO2排出原単位を前年度比1％以上削減する。

（１）日本国の2020年削減目標と産業分野への要請に対応して、CO2削減目標で対象範囲の拡大、基準年の変更
　　（1990年度から2005年度に）、および数値目標の設定を行った。
（２）上記を補完する意味でCO2排出原単位を管理目標に加えた。

「地球温暖化防止」の目標改定

（１）国内主要会社のCO2総排出量を2014年度までに2005年度比で17％以上削減する

削減努力の進展に伴い、目標値を高めた。

「環境マネジメントの推進」の目標改訂

（１）グループ全体での確実な展開と継続的改善を推進する。

2011年6月に取得したISO14001一括認証に伴い、グループ内企業を包含した環境マネジメント推進が必要とさ
れるため。

目 標

理 由

目 標

理 由

目 標

理 由

改 定 内 容

改 定 内 容

改 定 内 容
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● 環境マネジメント
　 推進体制
　 （1999年～2009年）

環境保全統括委員会

水・燃料・電力の
節減の推進

設備技術会議
容器包装に関する
環境課題への対応

容器包装委員会
グリーン購入の具体的推進
グリーン購入チーム

● 省資源・省エネルギーの推進
● 技術開発を通じた環境保全の推進
● 環境アセスメント（商品・設備・施設）の推進
● 廃棄物・副産物の削減と適正処理の推進
● 廃棄物・副産物の再利用の推進

環境保全委員会（製造・技術部門）
● 営業活動を通じた環境保全の推進
● 廃棄物・副産物の削減と適正処理の推進
● グリーン購入の推進と文書の削減
● 環境会計への取り組み

環境保全委員会（営業・間接部門）

3．環境マネジメント推進体制

【 環境対応専門組織の発足 】

【 環境憲章の制定 】　

【 自主行動計画の策定 】

【 環境マネジメントシステムの導入 】

【 環境マネジメント推進体制の改組 】　

　江戸時代から江戸川のほとりでしょうゆの製造に携わって
いたキッコーマンは、麹菌に代表される醸造微生物の力を最
大限に生かすためには健全な自然が維持されねばならない
こと、また、江戸を含む下流の町や村で生活用水として使われ
ている江戸川の水を大切に扱わなければいけないこと、な
ど、今で言う環境マネジメントを「生業の基本」として、大切に
思っていました。
　戦後の暗い時代を通り抜け、高度成長を謳歌した日本で公
害が問題となってきた頃、キッコーマンは1970年8月に「公害
対策委員会」を立ち上げ、工場周辺の大気、水質、騒音を調査
し、公害防止対策に関する基本報告書を取りまとめました。そ
して、1972年2月、公害防止対策の計画、遂行、分析測定、研究
を担当する「環境保全グループ」が発足、さらに10月に「環境
分析室」が設置され、同年12月の組織改定で、この２つの機
能が統合されて「環境管理部」となりました。公害防止を主務
とする専門組織の誕生です。
　以後、この組織は、「環境保護推進本部」（1992年）「環境保
護推進室」（1995年）「環境保全推進室」（1999年）と名称を変
えながら機能を拡大し、現在の「環境部」（2002年）へと続いて
きています。

　環境基本法が公布される1年前の1992年、キッコーマンの
環境問題に対する考え方が大きく変わりました。環境問題を
「公害を生まない企業活動」などと消極的に考えるのではな
く、人類全体の財産である地球環境を守り育てるための活動、
すなわち｢地球環境との調和を目指す企業活動｣として積極的
に考えていこうという変化です。これを機に、社長直属の「環
境保護統括委員会」が発足し、現在の環境憲章が制定され、

公表されました。

　そして、1993年、「環境保護統括委員会」のもとで、資源節
約、地球環境との調和を目指す「環境に関する自主行動計画」
（ボランタリー・プラン）を定め、その実現に向けて環境保全活
動が展開されることになりました。

　1996年、環境保護・管理活動が適切に行われているか、管
理レベルが維持され向上している、かを監査する「内部環境
監査制度」が発足し、さらにその延長線上で、国内主要事業所
でのISO14001の認証取得作業が行われ、2006年2月の近畿
支社の取得をもって第一次作業が終了しました。
　1999年、これまでの「環境保護統括委員会」は「環境保全統
括委員会」と改組され、グループの環境保全活動を大きく方向
づける「中長期環境方針および目標」の策定と、それらの推進
と管理を主務とすることになりました。

　2009年10月にキッコーマングループは、新たに導入された
持株会社制に対応するために、環境マネジメント推進体制を
改組しました。
　改組前には「環境保全統括委員会」のもとで製造・技術部門
と営業・間接部門の2つに分かれていた「環境保全委員会」を
「環境保全推進委員会」という1つの委員会にまとめました。そ
してその構成員はISO14001を取得した主要グループ企業・事

業所の代表者としました。
　また改組前の下部組織であった「設備技術会議」と「容器包
装委員会」は、それぞれ独立した委員会として、生産・環境・購
買担当役員のもとで引き続き活動していきます。グリーン購入
を具体的に推進する目的で構成された「グリーン購入チーム」
は、この種の活動が各ISO認証取得単位における取り組みに
引き継がれたため、発展的に解消しました。
　さらに「野田・流山環境保全懇談会」と「高砂環境対策委員
会」を廃止し、「グループ環境情報交換会」の対象範囲を全グ
ループ企業に拡大して「キッコーマングループ環境担当者情
報交換会」を新設しました。
　その結果、以下の体制となりました。

　キッコーマングループの新しい環境マネジメント推進体制
のもとでは、グループ全社の環境保全活動に関する最高意思
決定機関として「環境保全統括委員会」が設置されています。
同委員会は、キッコーマンの代表取締役社長を委員長とし、
キッコーマンの環境に関わる取締役と主要グループ会社の代
表取締役社長が委員を務め、中長期環境方針の策定、推進、
管理などを行います。
　この「環境保全統括委員会」のもとに、グループ内各社の経
営層や環境管理責任者などによる「環境保全推進委員会」を
設け、グループ全体の視点で環境活動を推進しています。さら
に、その指導のもとで展開される現場での具体的な環境活動
は、ISO14001認証を取得した各会社・事業所毎に組織される
「環境保全委員会」が企画・管理を分担しています。また、国内
の主要製造会社などの環境担当者で組織する「キッコーマン
グループ環境担当者情報交換会」を設置し、相互の情報交換
を通して、グループ全体の環境関連ノウハウと技術の蓄積、変
化への対応力の向上、などを図っていきます。

　このようにキッコーマングループは、グループ全体の視点
で環境保全活動に関する方針や目標を策定し、それに基づく
現場での活動結果を定期的に見直しながら情報の交流を図
る態勢を整え、環境マネジメントシステムの改善につなげて
います。

　2011年6月、キッコーマングループでは、既にISO14001を
認証取得している国内事業所が一体となり、一括認証を取得し
ました。それに合せて、各事業所の環境責任者をメンバーとする
環境保全推進委員会を新設し、ISO14001を運用しています。

　環境マネジメント推進体制（P.8「環境マネジメント組織図」
参照）は、以下のとおりです。

＜トップマネジメント＞
キッコーマングループ全体を統括する組織の長：
キッコーマン株式会社社長
＜統括環境管理責任者＞
トップマネジメントから任命された全体を統括する環境管理
責任者：キッコーマン株式会社環境担当役員
＜統括事務局長＞
統括環境管理責任者の業務を支援する統括事務局の長：
キッコーマン株式会社環境部長
＜統括事務局＞
統括環境管理責任者の下で、統括環境マネジメントシステムを
推進する組織

＜エリア＞
環境マネジメントシステムを実施する地域、企業、事業所：
「環境マネジメント組織図・エリア名」参照
＜エリア経営層＞
エリアを統括する組織の経営層
＜エリア環境管理責任者＞
エリア経営層から任命されたエリアを運営する環境管理責任者
＜エリア事務局＞
エリア環境管理責任者の下で、エリア環境マネジメントシステ
ムを推進する組織

１）環境マネジメント推進体制の歩み
　＜社会・環境報告書2006・17頁「環境マネジメント推進

体制」参照＞

２）ISO14001の一括認証取得を目指して
　 環境マネジメント推進体制の改組
　＜社会・環境報告書2010・WEB版21頁「環境マネジ

メント推進体制」参照＞
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● 環境マネジメント
　 推進体制
　 （2009年～）

環境保全統括委員会
：
：
：

キッコーマン株式会社社長
環境担当役員
環境関連役員
主要グループ会社社長

委 員 長
幹事委員
委 員

環境保全推進委員会
：
：
：

環境担当役員
環境部
グループ各社認証取得
単位からの代表者

委 員 長
事 務 局
委 員

環境担当者情報交換会

製造系国内グループ会社

：
：
：

環境部長
環境部
グループ各社の環境担当者

会 長
事 務 局
委 員

環境保全委員会
会社・事業所ごとに組織

グループ会社・事業所
（ISO14001認証取得単位）

３）ISO14001一括認証取得後の
環境マネジメント推進体制

　＜2011年度記載＞

　江戸時代から江戸川のほとりでしょうゆの製造に携わって
いたキッコーマンは、麹菌に代表される醸造微生物の力を最
大限に生かすためには健全な自然が維持されねばならない
こと、また、江戸を含む下流の町や村で生活用水として使われ
ている江戸川の水を大切に扱わなければいけないこと、な
ど、今で言う環境マネジメントを「生業の基本」として、大切に
思っていました。
　戦後の暗い時代を通り抜け、高度成長を謳歌した日本で公
害が問題となってきた頃、キッコーマンは1970年8月に「公害
対策委員会」を立ち上げ、工場周辺の大気、水質、騒音を調査
し、公害防止対策に関する基本報告書を取りまとめました。そ
して、1972年2月、公害防止対策の計画、遂行、分析測定、研究
を担当する「環境保全グループ」が発足、さらに10月に「環境
分析室」が設置され、同年12月の組織改定で、この２つの機
能が統合されて「環境管理部」となりました。公害防止を主務
とする専門組織の誕生です。
　以後、この組織は、「環境保護推進本部」（1992年）「環境保
護推進室」（1995年）「環境保全推進室」（1999年）と名称を変
えながら機能を拡大し、現在の「環境部」（2002年）へと続いて
きています。

　環境基本法が公布される1年前の1992年、キッコーマンの
環境問題に対する考え方が大きく変わりました。環境問題を
「公害を生まない企業活動」などと消極的に考えるのではな
く、人類全体の財産である地球環境を守り育てるための活動、
すなわち｢地球環境との調和を目指す企業活動｣として積極的
に考えていこうという変化です。これを機に、社長直属の「環
境保護統括委員会」が発足し、現在の環境憲章が制定され、

公表されました。

　そして、1993年、「環境保護統括委員会」のもとで、資源節
約、地球環境との調和を目指す「環境に関する自主行動計画」
（ボランタリー・プラン）を定め、その実現に向けて環境保全活
動が展開されることになりました。

　1996年、環境保護・管理活動が適切に行われているか、管
理レベルが維持され向上している、かを監査する「内部環境
監査制度」が発足し、さらにその延長線上で、国内主要事業所
でのISO14001の認証取得作業が行われ、2006年2月の近畿
支社の取得をもって第一次作業が終了しました。
　1999年、これまでの「環境保護統括委員会」は「環境保全統
括委員会」と改組され、グループの環境保全活動を大きく方向
づける「中長期環境方針および目標」の策定と、それらの推進
と管理を主務とすることになりました。

　2009年10月にキッコーマングループは、新たに導入された
持株会社制に対応するために、環境マネジメント推進体制を
改組しました。
　改組前には「環境保全統括委員会」のもとで製造・技術部門
と営業・間接部門の2つに分かれていた「環境保全委員会」を
「環境保全推進委員会」という1つの委員会にまとめました。そ
してその構成員はISO14001を取得した主要グループ企業・事

業所の代表者としました。
　また改組前の下部組織であった「設備技術会議」と「容器包
装委員会」は、それぞれ独立した委員会として、生産・環境・購
買担当役員のもとで引き続き活動していきます。グリーン購入
を具体的に推進する目的で構成された「グリーン購入チーム」
は、この種の活動が各ISO認証取得単位における取り組みに
引き継がれたため、発展的に解消しました。
　さらに「野田・流山環境保全懇談会」と「高砂環境対策委員
会」を廃止し、「グループ環境情報交換会」の対象範囲を全グ
ループ企業に拡大して「キッコーマングループ環境担当者情
報交換会」を新設しました。
　その結果、以下の体制となりました。

　キッコーマングループの新しい環境マネジメント推進体制
のもとでは、グループ全社の環境保全活動に関する最高意思
決定機関として「環境保全統括委員会」が設置されています。
同委員会は、キッコーマンの代表取締役社長を委員長とし、
キッコーマンの環境に関わる取締役と主要グループ会社の代
表取締役社長が委員を務め、中長期環境方針の策定、推進、
管理などを行います。
　この「環境保全統括委員会」のもとに、グループ内各社の経
営層や環境管理責任者などによる「環境保全推進委員会」を
設け、グループ全体の視点で環境活動を推進しています。さら
に、その指導のもとで展開される現場での具体的な環境活動
は、ISO14001認証を取得した各会社・事業所毎に組織される
「環境保全委員会」が企画・管理を分担しています。また、国内
の主要製造会社などの環境担当者で組織する「キッコーマン
グループ環境担当者情報交換会」を設置し、相互の情報交換
を通して、グループ全体の環境関連ノウハウと技術の蓄積、変
化への対応力の向上、などを図っていきます。

　このようにキッコーマングループは、グループ全体の視点
で環境保全活動に関する方針や目標を策定し、それに基づく
現場での活動結果を定期的に見直しながら情報の交流を図
る態勢を整え、環境マネジメントシステムの改善につなげて
います。

　2011年6月、キッコーマングループでは、既にISO14001を
認証取得している国内事業所が一体となり、一括認証を取得し
ました。それに合せて、各事業所の環境責任者をメンバーとする
環境保全推進委員会を新設し、ISO14001を運用しています。

　環境マネジメント推進体制（P.8「環境マネジメント組織図」
参照）は、以下のとおりです。

＜トップマネジメント＞
キッコーマングループ全体を統括する組織の長：
キッコーマン株式会社社長
＜統括環境管理責任者＞
トップマネジメントから任命された全体を統括する環境管理
責任者：キッコーマン株式会社環境担当役員
＜統括事務局長＞
統括環境管理責任者の業務を支援する統括事務局の長：
キッコーマン株式会社環境部長
＜統括事務局＞
統括環境管理責任者の下で、統括環境マネジメントシステムを
推進する組織

＜エリア＞
環境マネジメントシステムを実施する地域、企業、事業所：
「環境マネジメント組織図・エリア名」参照
＜エリア経営層＞
エリアを統括する組織の経営層
＜エリア環境管理責任者＞
エリア経営層から任命されたエリアを運営する環境管理責任者
＜エリア事務局＞
エリア環境管理責任者の下で、エリア環境マネジメントシステ
ムを推進する組織

【 ISO14001の一括認証取得を目指した環境マネジメント
  推進体制 】

キッコーマングループ 環境保全活動事例集
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● 環境マネジメント組織図

トップマネジメント

キッコーマン株式会社社長

統括環境管理責任者

キッコーマン株式会社環境担当役員

統括事務局

事務局長：キッコーマン株式会社環境部長

エリア経営層（16名）

エリア環境管理責任者 エリア事務局

環境保全推進委員会

：
：
：

統括環境管理責任者
エリア経営層及びエリア環境管理責任者
統括事務局

委 員 長
委 員
事 務 局

統 

括

エ
リ
ア

キッコーマンソイフーズ埼玉工場キッコーマンソイフーズ岐阜工場

流山キッコーマン北海道キッコーマン

キッコーマンバイオケミファ鴨川プラント

平成食品工業

日本デルモンテ

江戸川食品

マンズワイン

キッコーマン食品 野田工場 キッコーマン食品 高砂工場

キッコーマンバイオケミファ江戸川プラント

キッコーマン食品 近畿支社

キッコーマン 東京本社 キッコーマン 野田本社 キッコーマン R&D
エ
リ
ア
名

　江戸時代から江戸川のほとりでしょうゆの製造に携わって
いたキッコーマンは、麹菌に代表される醸造微生物の力を最
大限に生かすためには健全な自然が維持されねばならない
こと、また、江戸を含む下流の町や村で生活用水として使われ
ている江戸川の水を大切に扱わなければいけないこと、な
ど、今で言う環境マネジメントを「生業の基本」として、大切に
思っていました。
　戦後の暗い時代を通り抜け、高度成長を謳歌した日本で公
害が問題となってきた頃、キッコーマンは1970年8月に「公害
対策委員会」を立ち上げ、工場周辺の大気、水質、騒音を調査
し、公害防止対策に関する基本報告書を取りまとめました。そ
して、1972年2月、公害防止対策の計画、遂行、分析測定、研究
を担当する「環境保全グループ」が発足、さらに10月に「環境
分析室」が設置され、同年12月の組織改定で、この２つの機
能が統合されて「環境管理部」となりました。公害防止を主務
とする専門組織の誕生です。
　以後、この組織は、「環境保護推進本部」（1992年）「環境保
護推進室」（1995年）「環境保全推進室」（1999年）と名称を変
えながら機能を拡大し、現在の「環境部」（2002年）へと続いて
きています。

　環境基本法が公布される1年前の1992年、キッコーマンの
環境問題に対する考え方が大きく変わりました。環境問題を
「公害を生まない企業活動」などと消極的に考えるのではな
く、人類全体の財産である地球環境を守り育てるための活動、
すなわち｢地球環境との調和を目指す企業活動｣として積極的
に考えていこうという変化です。これを機に、社長直属の「環
境保護統括委員会」が発足し、現在の環境憲章が制定され、

公表されました。

　そして、1993年、「環境保護統括委員会」のもとで、資源節
約、地球環境との調和を目指す「環境に関する自主行動計画」
（ボランタリー・プラン）を定め、その実現に向けて環境保全活
動が展開されることになりました。

　1996年、環境保護・管理活動が適切に行われているか、管
理レベルが維持され向上している、かを監査する「内部環境
監査制度」が発足し、さらにその延長線上で、国内主要事業所
でのISO14001の認証取得作業が行われ、2006年2月の近畿
支社の取得をもって第一次作業が終了しました。
　1999年、これまでの「環境保護統括委員会」は「環境保全統
括委員会」と改組され、グループの環境保全活動を大きく方向
づける「中長期環境方針および目標」の策定と、それらの推進
と管理を主務とすることになりました。

　2009年10月にキッコーマングループは、新たに導入された
持株会社制に対応するために、環境マネジメント推進体制を
改組しました。
　改組前には「環境保全統括委員会」のもとで製造・技術部門
と営業・間接部門の2つに分かれていた「環境保全委員会」を
「環境保全推進委員会」という1つの委員会にまとめました。そ
してその構成員はISO14001を取得した主要グループ企業・事

業所の代表者としました。
　また改組前の下部組織であった「設備技術会議」と「容器包
装委員会」は、それぞれ独立した委員会として、生産・環境・購
買担当役員のもとで引き続き活動していきます。グリーン購入
を具体的に推進する目的で構成された「グリーン購入チーム」
は、この種の活動が各ISO認証取得単位における取り組みに
引き継がれたため、発展的に解消しました。
　さらに「野田・流山環境保全懇談会」と「高砂環境対策委員
会」を廃止し、「グループ環境情報交換会」の対象範囲を全グ
ループ企業に拡大して「キッコーマングループ環境担当者情
報交換会」を新設しました。
　その結果、以下の体制となりました。

　キッコーマングループの新しい環境マネジメント推進体制
のもとでは、グループ全社の環境保全活動に関する最高意思
決定機関として「環境保全統括委員会」が設置されています。
同委員会は、キッコーマンの代表取締役社長を委員長とし、
キッコーマンの環境に関わる取締役と主要グループ会社の代
表取締役社長が委員を務め、中長期環境方針の策定、推進、
管理などを行います。
　この「環境保全統括委員会」のもとに、グループ内各社の経
営層や環境管理責任者などによる「環境保全推進委員会」を
設け、グループ全体の視点で環境活動を推進しています。さら
に、その指導のもとで展開される現場での具体的な環境活動
は、ISO14001認証を取得した各会社・事業所毎に組織される
「環境保全委員会」が企画・管理を分担しています。また、国内
の主要製造会社などの環境担当者で組織する「キッコーマン
グループ環境担当者情報交換会」を設置し、相互の情報交換
を通して、グループ全体の環境関連ノウハウと技術の蓄積、変
化への対応力の向上、などを図っていきます。

　このようにキッコーマングループは、グループ全体の視点
で環境保全活動に関する方針や目標を策定し、それに基づく
現場での活動結果を定期的に見直しながら情報の交流を図
る態勢を整え、環境マネジメントシステムの改善につなげて
います。

　2011年6月、キッコーマングループでは、既にISO14001を
認証取得している国内事業所が一体となり、一括認証を取得し
ました。それに合せて、各事業所の環境責任者をメンバーとする
環境保全推進委員会を新設し、ISO14001を運用しています。

　環境マネジメント推進体制（P.8「環境マネジメント組織図」
参照）は、以下のとおりです。

＜トップマネジメント＞
キッコーマングループ全体を統括する組織の長：
キッコーマン株式会社社長
＜統括環境管理責任者＞
トップマネジメントから任命された全体を統括する環境管理
責任者：キッコーマン株式会社環境担当役員
＜統括事務局長＞
統括環境管理責任者の業務を支援する統括事務局の長：
キッコーマン株式会社環境部長
＜統括事務局＞
統括環境管理責任者の下で、統括環境マネジメントシステムを
推進する組織

＜エリア＞
環境マネジメントシステムを実施する地域、企業、事業所：
「環境マネジメント組織図・エリア名」参照
＜エリア経営層＞
エリアを統括する組織の経営層
＜エリア環境管理責任者＞
エリア経営層から任命されたエリアを運営する環境管理責任者
＜エリア事務局＞
エリア環境管理責任者の下で、エリア環境マネジメントシステ
ムを推進する組織

キッコーマングループ 環境保全活動事例集
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● キッコーマングループの環境マネジメントシステム

キッコーマングループ経営理念

キッコーマングループ環境憲章

キッコーマングループ中長期環境方針

キッコーマングループ環境方針

実施と運用

実施と運用

エリアマネジメントレビュー エリア目的・目標

点検と是正処置 計画

継続的改善

計画

統括目的・目標

点検と是正処置

統括マネジメントレビュー

継続的改善

　キッコーマングループの環境マネジメントシステムは、経営理念、環境憲章、中長期環境方針を基に、以下の枠組みで展開され、
持株会社制と合致したグループ全体の高い環境経営レベルを目指しています。

　本マネジメントシステムの展開により、以下の事項を行っています。
○ 適切な環境方針を定める。
○ 環境に著しい影響を与える環境側面を決定する。
○ 適用可能な法規制及びその他の要求事項を特定する。
○ 適切な環境目的・目標を設定する。
○ 方針を実施に移し、目的・目標を達成するための体制及び 実施計画を策定する。
○ 計画、管理、監視、是正予防処置及びレビュー活動を促進し、環境マネジメントシステムを適切に実行する。
○ 周囲状況の変化に対応する。

キッコーマングループ 環境保全活動事例集
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環境企画管理グループ

分析センター

環境部

１）2009年9月以前
　＜環境経営報告書2005・15頁「環境部の業務」参照＞

２）2009年10月以降
　＜社会・環境報告書2010・WEB版29頁「研究開発活動

に裏打ちされたリスク管理」参照＞

4．環境部

　環境部は、美しい自然と豊かな生活環境を守り後世に残す
ことを目指して、全社環境活動を計画、推進し、各事業所等の
環境活動を指導、支援します。
　環境部は2つのグループで構成されています。

（１）環境企画管理グループ
　環境理念の実現を目指し、「環境と調和のとれた事業活動
の展開支援」「環境にやさしい商品・技術開発のサポート」「社
会貢献活動を含め、自然環境や地域社会との共生」を目的に、
○ グループの環境保全活動の計画立案・推進・支援
○ 内部環境監査の計画・実施、及びISO14001
　（環境マネジメントシステム）の認証取得支援
○ 環境保全啓蒙活動の企画及び社会貢献活動への支援
を行っています。

（２）分析センター
　分析・測定技術集団として、グループの環境保全活動を支
援、推進すると共に、計量証明登録事業所として、大気、水質、
土壌、産廃、騒音、振動、臭気、飲料水、農薬、その他の分析活
動を通して、地域社会の環境保全に貢献することを目指して、
○ 社内外事業所などからの受託サンプルに関する調査・分析
　 の実施
○ 調査・分析結果を報告することを通じて環境保全活動に貢献
を行っています。

　2009年10月の組織改革で、分析センターは、環境部から研
究開発本部に移り、「食の安全に関する研究支援と分析活動」
と「環境分析と環境保全活動の支援」を担当する「環境・安全
分析センター」となりました。研究開発と環境分析の機能が集
約されたことで、分析に関する技術・知識の向上、分析業務の
効率化、新しい分析法の開発などが期待されています。

　環境部の業務は、これまでの「環境企画管理グループ」が
担ってきた
○ グループの環境保全活動の計画立案・推進・支援
○ 環境保全啓発活動の企画及び社会貢献活動への支援
○ 内部環境監査の計画・実施
に加えて、
○ ISO14001の一括認証取得の推進
を行います。

キッコーマングループ 環境保全活動事例集
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● CO2総排出量の推移（1990年度ベース•8社対象）
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● CO2総排出量の推移（2005年度ベース以降•12社対象）
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１．CO2総排出量の推移

＜社会・環境報告書2010・WEB版23頁「地球温暖化防止」参照＞

　キッコーマングループは、2000年8月に発表した中長期環
境目標以来、継続して地球温暖化防止を重要項目の1つに掲
げてきました。そのために目標とする数値を、国内主要製造
会社で「CO2総排出量を2010年度までに、1990年度比92％
（Δ8％）とする」と定めていました。
対象範囲：キッコーマン、日本デルモンテ、マンズワインの3社

＜社会・環境報告書2010・WEB版23頁「地球温暖化防止」参照＞

　2005年5月、目標とする数値を1990年度比90％と変更しま
した。その間のCO2総排出量の推移は下図の通りです。
対象範囲：キッコーマン食品、北海道キッコーマン、流山キッ
コーマン、平成食品工業、江戸川食品、日本デルモンテ、東北
デルモンテ、マンズワインの8社
（1990年度当時の、キッコーマン、日本デルモンテ、マンズワ
インは、2010年度現在8社に分社化されています。）

＜社会・環境報告書2011・WEB版15頁「地球温暖化防止」参照＞

　2010年度、「地球温暖化防止」の目標数値を、「国内主要会
社のCO2総排出量を2012年度までに2005年度比で15％以上
削減する。」としました。さらに、対象範囲を12社にしました。
対象範囲：キッコーマン、キッコーマン食品、北海道キッコー
マン、流山キッコーマン、平成食品工業、江戸川食品、日本デ
ルモンテ、東北デルモンテ、マンズワイン、キッコーマンソイ
フーズ、キッコーマンバイオケミファ、宝醤油の12社
　2010年度、キッコーマングループ国内主要12社のCO2総排
出量は125,971t-CO2で、2005年度比86.9％となり、19,005t-CO2
減少しました。これは、野田工場集約化や各社ボイラー燃料
のガス化などが寄与したためです。下図は、12社の2005年度
以降のCO2総排出量推移です。

＜社会・環境報告書2012・WEB版10頁「地球温暖化防止」参照＞

　2011年度、キッコーマングル－プﾟ国内主要会社のCO2総排
出量は113,880t-CO2で、2005年度比78.6％となり､31,096t-CO2
減少しました。これは、日本デルモンテの集約化や各社ボイラー
燃料のガス化などが寄与したためです。

＜社会・環境報告書2013・WEB版10～11頁「地球温暖化防止」
　参照＞

2012年度、キッコーマングル－プﾟ国内主要会社のCO2総排出
量は114,874t-CO2で、2005年度比79.2％となり､30,102t-CO2減
少しました。2011年度と比べると、製造量が増加したことにより
994t-CO2増加しました。

　1990年度ベース2010年度まで

１）2000年度～2004年度

2）2005年度～2010年度

3）2010年度～2012年度
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●  しょうゆ・つゆ・たれ製造原単位あたりCO2排出量
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0.15

（t-CO2/kℓ）

2004 2005 2006 2007 （年度）20081990
（基準年度）

（1990年ベース比）

84.6% 87.6%87.6% 83.9%83.9% 96.9% 100.5%100%

0.162 0.1680.168 0.1610.161

0.1850.185
0.1920.1920.1910.191

２）しょうゆ・つゆ・たれ
　＜社会・環境報告書2008・33頁「しょうゆ・つゆ・たれ

製造原単位あたりのCO2排出量」参照＞

３）定義を変更しグループ目標として設定
　＜社会・環境報告書2010・WEB版23頁「排出原単位の

削減」参照＞

１）しょうゆ
　＜社会・環境報告書2007・30頁「しょうゆ製造原単位

あたりのCO2排出量」参照＞

＜社会・環境報告書2009・39頁「しょうゆ・つゆ・たれの製造
　原単位あたりのCO2排出量」参照＞

２．原単位あたりCO2排出量

　しょうゆ製造原単位とは、しょうゆを製造する際に排出する
CO2総量をしょうゆ製造量で割った数値です。CO2排出総量は
製造量に直接影響を受けますが、原単位あたりのCO2排出量
では製造量変化の影響が少くなりますので、年度ごとに比較
することで、エネルギーや工程の改良などによるCO2削減努
力の成果を見通すことができます。キッコーマングループで
は、しょうゆ製造原単位あたりのCO2排出量を努力の成果を
計る管理指標のひとつに加えています。2006年度までは、化
石燃料の代替としてカーボンニュートラルであるしょうゆ粕を
燃料に用いていたのでCO2排出量が減り、しょうゆ製造原単
位あたりのCO2排出量も削減されていました。

　キッコーマングループでは、2007年度より、これまでの「しょ
うゆ製造原単位あたりのCO2排出量」管理指標に、つゆ・たれ
類の製造原単位あたりCO2排出量を加えることにしました。こ
れは、キッコーマングループ内で生産シェアが増加しているつ
ゆ・たれを加えることで、工場におけるCO2排出量の管理をよ
り実態に即したものにするためです。
　2007年度は、「地球温暖化対策推進法」の改正により、購入
蒸気相当分の製造原単位あたりCO2排出量（0.024t-CO2/kℓ）
が加算されることになり、その影響で全体の数値は悪化しまし
たが（2006年度0.161t-CO2/kℓから2007年度0.185t-CO2/kℓ
まで約15％の上昇）、その影響を除いた「しょうゆ・つゆ・
たれ製造原単位あたりのCO2排出量」は、2006年同様の
0.161t-CO2/kℓ（1990年比83.8％）を維持しています。

　2008年度では、しょうゆ・つゆ・たれの製造による「CO2総排
出量」は減少した（前年比97％）のですが、製造の大部分をし
めるしょうゆの生産量が減少したため「原単位あたりの排出
量」では増加（3.7％）しました。この数値は基準年（1990年）比
100.5％です（右上図参照）。2007年度から加算されることに
なった「購入蒸気対応CO2量」を差し引きますと、原単位あた
りCO2排出量は0.166となり、基準年比では87.0％となります。

　キッコーマングループは、地球温暖化管理指標の1つにして
いた「しょうゆ・つゆ・たれ製造原単位あたりのCO2排出量」
に、2009年度より以下の変更を加えました。
対象として、これまでの「国内製造しょうゆ・つゆ・たれ」と
共に、「海外製造分しょうゆ・つゆ・たれ」、「フードケミファ
製造豆乳」、「日本デルモンテ製造トマト製品」、「マンズワ
イン製造ワイン」を追加。
製造量の把握を、「しょうゆ・つゆ・たれ中味の重量（kℓ当
たり）」から、「容器を含む重量（t当たり）」に変更。

そして、その上で、排出原単位の目標数値を前年度比99％と
しました。
　これにより、グループ全体の排出CO2抑制を総排出量と排出
原単位で管理（量と質の両面で管理）する体制が整いました。
　2009年度の排出原単位は前年比97.8％であり、目標値を
達成しています。
　2010年度の排出原単位は、0.171t-CO2／トン、2009年度比
102.4％（0.004t-CO2／トンの増加）で、前年度比99％以下と
する目標には届きませんでした。これは、マンズワインや日本
デルモンテの製品見直しが影響したからです。今後も海外を
含めたキッコーマングループ全体での製造原単位あたりの
CO2排出量削減に努めていきます。

＜社会･環境報告書2012・WEB版10頁「地球温暖化防止」参照＞

　2011年度のキッコーマン国内外主要会社CO2排出原単位
は、0.166t-CO2/t、2010年度比97.1%（0.005t-CO2/tの減少）
で目標を達成しました。これは、日本デルモンテでのCO2削減
が貢献したためです。

○

○
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● CO2排出原単位経年比較

燃料

発電電力

蒸気発生量

設置年月

本格運転開始

熱効率

都市ガス

518kW×2台

385kg/h

2000年8月完成

2001年1月

88％

設備能力

稼動状況

（同様のシステムは、日本デルモンテ福島工場でも稼動中です。）

数値＝CO2排出原単位
%＝前年度比

0.180

0.155

0.160

0.170

0.165

0.175

0.150

96.2%96.2%

2009

0.167

102.5%102.5%

2010

0.1710.171

97.1%

2011

0.166

96.7%

2012（年度）

0.161

97.9%

2008

0.1730.173

１）コージェネレーター導入
　＜環境経営報告書2005・8頁「施策（2）コージェネレー

ターの導入」参照＞

３．工場での工夫

＜社会・環境報告書2013・WEB版10～11頁「地球温暖化防止」
　参照＞

キッコーマン国内外主要会社の2012年度CO2排出原単位は、
0.161t-CO2/tとなり、2011年度比96.７%（0.005t-CO2/tの
減少）で目標を達成しました。これは、製造量が増えたのに
比べ、CO2がそれほど増加しなかったためです。今後も海外
を含めたキッコーマングループ全体での製造量あたりの
CO2排出量削減に努めていきます。

　2001年1月、キッコーマン食品高砂工場では、エネルギー
節減対策の一環として、製造工程の一部にコージェネレー
ションシステムが稼動しました。
　システムは、都市ガスを燃料としたガスエンジン発電設備、
排熱蒸気ボイラー、ガス焚蒸気ボイラー、蒸気吸収冷凍機、蒸
気温水熱交換器などの機器で構成され、
○ ガスエンジン発電に取り付けられた排熱ジャケットの
　 温水を給水の加熱に使用
○ エンジンからの排気ガスを排熱ボイラーの熱源に使用
○ 蒸気ボイラーで発生した蒸気を、蒸気吸収冷凍機及び、
　 蒸気温水熱交換器の熱源に使用
○ 蒸気吸収冷凍機で使用した蒸気ドレンを温水タンクに回収
○ 蒸気温水熱交換器使用時にはボイラー給水タンクにドレン
　 を送る
など、多重的な省エネ対策を可能にしています。

　流山キッコーマンでは、風力
発電（最大出力450W）と太陽光
発電（最大出力150W）とにより
点灯する外灯2基（各35Wナトリ
ウム灯）を、街路に面した構内に
設置しています。近所には小学
校や商店街がある環境の中で、
自然に優しい外灯と、6.75mの
高さで愛くるしい風車がくるくる
回る風景が街の人々に親しまれています。

＜2012年度記載＞
　2012年、外灯はLEDになり、歩道に向けて人々の足元を暖かく
照らしています。

　しょうゆを製造しているキッ
コーマン食品野田工場では、大
豆の蒸煮、もろみの加温、しょう
ゆの火入れなどの工程で蒸気エ
ネルギーを利用しています。
　野田工場今上エリアでは、こ
の蒸気エネルギーを近隣の上
花輪エリア大型ボイラーから蒸
気配管を通して供給を受けてい
ましたが、当然エネルギーロスが伴っていました。そこで、
2007年度には今上エリアに小型ボイラーを設置してエリア内
で必要蒸気を賄い、これまでのエネルギー配送ロスに伴う
CO2排出量削減を目指すことにしました。
　このプロジェクトは、2005年度から環境省が設けた「国内排
出量取引制度」に応募し、採用されました。これによるCO2削
減目標は、2008年度で1,630t-CO2で、1990年度のキッコーマ
ングループ国内主要製造会社におけるCO2総排出量の1.5％
に当る量です。

【 国内排出量取引制度 】
　温室効果ガスの自主削減目標を達成するために行う設備
投資に対して、国が費用の3分の1、あるいは1工場・事業所当
たり2億円未満を上限とする補助金を与え、一方、補助金を受

配管・保安（散水）設備などの新設とボイラーの更新を行いま
した。その結果、年1,844t-CO2の削減が実現し、同時に燃費の
向上にもつながりました。

＜社会・環境報告書2010・WEB版24頁「重油から天然ガス
　への転換などによる排出抑制」参照＞

　フードケミファでは、鴨川工場で2010年に燃料をA重油か
ら天然ガスに転換した結果、全工場での天然ガス利用が実現
しました。（岐阜工場では2005年に転換済み。A重油を利用し
ていた埼玉工場は2009年4月に天然ガス利用の新埼玉工場
に統合。）

（３）キッコーマン食品野田工場製造第2部
＜2013年度記載＞

　キッコーマン食品野田工場で
は、しょうゆの詰め工程で殺菌に
使用する蒸気を作るため、大型
重油ボイラー2基を使用していま
したが、2012年12月に、ガス小
型ボイラー（3t/h）8基と交換しま
した。これにより、489t-CO2/年
のCO2削減（26％強）効果が見込
まれています。

（４）バイオケミファ江戸川プラント
＜2013年度記載＞

　キッコーマンバイオケミファ江
戸川プラントでは、発酵タンク関
連の滅菌処理に使用する蒸気を
作るため、2t/hの重油ボイラー3
基を使用していましたが、2012年
8月に、小型ガスボイラー（2t/h）3
基と交換しました。これにより、
134t-CO2/年のCO2削減（35%削
減）効果が見込まれています。

（１）キッコーマン食品 野田工場
＜社会・環境報告書2010・WEB版24頁「太陽光発電の導入」
　参照＞

　キッコーマン食品野田工場は、CO2削減努力の一環として、
工場施設の一部に太陽光発電施設を設置しました。2010年3
月、工場の屋根の上3,193m2に、年間予定発電規模88,800kwh
（34t-CO2/年削減）の太陽光発電機材を設置する工事を開始

ける方では1年間で削減目標に到達しない場合、相当する補
助金を返却するか、制度に参加している他の企業から排出権
を取得しなければならない義務を負う制度です。

　2007年度に応募した「国内排出量取引制度」は、2008年度
の削減実施期間において2,199t-CO2の削減を達成し、検証機
関（SGS）の確認を経て2009年度に環境省の検証を待つに
到っています。工場でCO2データを具体的に検証するには、新
たなプロセスの導入などの工夫が必要でしたが、具体的な削
減成果を実証できたことのみならず、「国内排出量取引」に関
するノウハウを蓄積できたことは大きな収穫でした。

（１）日本デルモンテ長野工場
＜社会・環境報告書2008・34頁「重油からガスへの燃料転換
　を実施」参照＞

　主にトマト製品や果実飲料な
どを生産している日本デルモン
テ長野工場では、2003年から、
充填殺菌ラインで2t/h小型貫流
ボイラー12基がA重油を使用し
て稼動していましたが、A重油よ
りも都市ガスの方が熱量あたり
のCO2排出量が少なく、また価
格も安いので、2007年7月に、都
市ガスを利用する2.5t/h貫流ボイラー8基に更新しました。こ
れにより、1990年度のキッコーマングループ国内主要製造会
社におけるCO2総排出量の1.5％に当る量の、1,630t-CO2が
削減されました。

（２）フードケミファ
＜社会・環境報告書2009・40頁「熱源の転換」参照＞

　ヒアルロン酸とアルギン酸を
製造しているフードケミファ鴨
川工場では、海藻からアルギン
酸を抽出する際の加温、ヒアル
ロン酸培養タンクでの滅菌や保
温、廃水処理など、多方面に多
量の蒸気を使用しています。こ
れまで蒸気の熱源にはA重油を
使用していましたが、2008年度
に、排出CO2削減と燃費の低減を目指して天然ガスに転換す
ることにし、天然ガス利用に必要なLNGタンク、蒸発器・ガス

17

地球温暖化防止Ⅱ

キッコーマングループ 環境保全活動事例集



＜社会・環境報告書2009・40頁「国内排出量取引制度を利用
　した小型ボイラー導入計画の達成」参照＞

＜社会・環境報告書2013・WEB版10～11頁「地球温暖化防止」
　参照＞

キッコーマン国内外主要会社の2012年度CO2排出原単位は、
0.161t-CO2/tとなり、2011年度比96.７%（0.005t-CO2/tの
減少）で目標を達成しました。これは、製造量が増えたのに
比べ、CO2がそれほど増加しなかったためです。今後も海外
を含めたキッコーマングループ全体での製造量あたりの
CO2排出量削減に努めていきます。

　2001年1月、キッコーマン食品高砂工場では、エネルギー
節減対策の一環として、製造工程の一部にコージェネレー
ションシステムが稼動しました。
　システムは、都市ガスを燃料としたガスエンジン発電設備、
排熱蒸気ボイラー、ガス焚蒸気ボイラー、蒸気吸収冷凍機、蒸
気温水熱交換器などの機器で構成され、
○ ガスエンジン発電に取り付けられた排熱ジャケットの
　 温水を給水の加熱に使用
○ エンジンからの排気ガスを排熱ボイラーの熱源に使用
○ 蒸気ボイラーで発生した蒸気を、蒸気吸収冷凍機及び、
　 蒸気温水熱交換器の熱源に使用
○ 蒸気吸収冷凍機で使用した蒸気ドレンを温水タンクに回収
○ 蒸気温水熱交換器使用時にはボイラー給水タンクにドレン
　 を送る
など、多重的な省エネ対策を可能にしています。

　流山キッコーマンでは、風力
発電（最大出力450W）と太陽光
発電（最大出力150W）とにより
点灯する外灯2基（各35Wナトリ
ウム灯）を、街路に面した構内に
設置しています。近所には小学
校や商店街がある環境の中で、
自然に優しい外灯と、6.75mの
高さで愛くるしい風車がくるくる
回る風景が街の人々に親しまれています。

＜2012年度記載＞
　2012年、外灯はLEDになり、歩道に向けて人々の足元を暖かく
照らしています。

　しょうゆを製造しているキッ
コーマン食品野田工場では、大
豆の蒸煮、もろみの加温、しょう
ゆの火入れなどの工程で蒸気エ
ネルギーを利用しています。
　野田工場今上エリアでは、こ
の蒸気エネルギーを近隣の上
花輪エリア大型ボイラーから蒸
気配管を通して供給を受けてい
ましたが、当然エネルギーロスが伴っていました。そこで、
2007年度には今上エリアに小型ボイラーを設置してエリア内
で必要蒸気を賄い、これまでのエネルギー配送ロスに伴う
CO2排出量削減を目指すことにしました。
　このプロジェクトは、2005年度から環境省が設けた「国内排
出量取引制度」に応募し、採用されました。これによるCO2削
減目標は、2008年度で1,630t-CO2で、1990年度のキッコーマ
ングループ国内主要製造会社におけるCO2総排出量の1.5％
に当る量です。

【 国内排出量取引制度 】
　温室効果ガスの自主削減目標を達成するために行う設備
投資に対して、国が費用の3分の1、あるいは1工場・事業所当
たり2億円未満を上限とする補助金を与え、一方、補助金を受

配管・保安（散水）設備などの新設とボイラーの更新を行いま
した。その結果、年1,844t-CO2の削減が実現し、同時に燃費の
向上にもつながりました。

＜社会・環境報告書2010・WEB版24頁「重油から天然ガス
　への転換などによる排出抑制」参照＞

　フードケミファでは、鴨川工場で2010年に燃料をA重油か
ら天然ガスに転換した結果、全工場での天然ガス利用が実現
しました。（岐阜工場では2005年に転換済み。A重油を利用し
ていた埼玉工場は2009年4月に天然ガス利用の新埼玉工場
に統合。）

（３）キッコーマン食品野田工場製造第2部
＜2013年度記載＞

　キッコーマン食品野田工場で
は、しょうゆの詰め工程で殺菌に
使用する蒸気を作るため、大型
重油ボイラー2基を使用していま
したが、2012年12月に、ガス小
型ボイラー（3t/h）8基と交換しま
した。これにより、489t-CO2/年
のCO2削減（26％強）効果が見込
まれています。

（４）バイオケミファ江戸川プラント
＜2013年度記載＞

　キッコーマンバイオケミファ江
戸川プラントでは、発酵タンク関
連の滅菌処理に使用する蒸気を
作るため、2t/hの重油ボイラー3
基を使用していましたが、2012年
8月に、小型ガスボイラー（2t/h）3
基と交換しました。これにより、
134t-CO2/年のCO2削減（35%削
減）効果が見込まれています。

（１）キッコーマン食品 野田工場
＜社会・環境報告書2010・WEB版24頁「太陽光発電の導入」
　参照＞

　キッコーマン食品野田工場は、CO2削減努力の一環として、
工場施設の一部に太陽光発電施設を設置しました。2010年3
月、工場の屋根の上3,193m2に、年間予定発電規模88,800kwh
（34t-CO2/年削減）の太陽光発電機材を設置する工事を開始

ける方では1年間で削減目標に到達しない場合、相当する補
助金を返却するか、制度に参加している他の企業から排出権
を取得しなければならない義務を負う制度です。

　2007年度に応募した「国内排出量取引制度」は、2008年度
の削減実施期間において2,199t-CO2の削減を達成し、検証機
関（SGS）の確認を経て2009年度に環境省の検証を待つに
到っています。工場でCO2データを具体的に検証するには、新
たなプロセスの導入などの工夫が必要でしたが、具体的な削
減成果を実証できたことのみならず、「国内排出量取引」に関
するノウハウを蓄積できたことは大きな収穫でした。

（１）日本デルモンテ長野工場
＜社会・環境報告書2008・34頁「重油からガスへの燃料転換
　を実施」参照＞

　主にトマト製品や果実飲料な
どを生産している日本デルモン
テ長野工場では、2003年から、
充填殺菌ラインで2t/h小型貫流
ボイラー12基がA重油を使用し
て稼動していましたが、A重油よ
りも都市ガスの方が熱量あたり
のCO2排出量が少なく、また価
格も安いので、2007年7月に、都
市ガスを利用する2.5t/h貫流ボイラー8基に更新しました。こ
れにより、1990年度のキッコーマングループ国内主要製造会
社におけるCO2総排出量の1.5％に当る量の、1,630t-CO2が
削減されました。

（２）フードケミファ
＜社会・環境報告書2009・40頁「熱源の転換」参照＞

　ヒアルロン酸とアルギン酸を
製造しているフードケミファ鴨
川工場では、海藻からアルギン
酸を抽出する際の加温、ヒアル
ロン酸培養タンクでの滅菌や保
温、廃水処理など、多方面に多
量の蒸気を使用しています。こ
れまで蒸気の熱源にはA重油を
使用していましたが、2008年度
に、排出CO2削減と燃費の低減を目指して天然ガスに転換す
ることにし、天然ガス利用に必要なLNGタンク、蒸発器・ガス

２）ハイブリット外灯
　＜社会・環境報告書2006・27頁「通学路の安全を確保

するハイブリット外灯の設置」参照＞

４）重油からガスへの燃料転換

３）国内排出量取引制度を利用した
小型ボイラー導入

　＜社会・環境報告書2008・34頁「国内排出量取引制度
を利用した小型ボイラー導入」参照＞
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＜社会・環境報告書2013・WEB版10～11頁「地球温暖化防止」
　参照＞

キッコーマン国内外主要会社の2012年度CO2排出原単位は、
0.161t-CO2/tとなり、2011年度比96.７%（0.005t-CO2/tの
減少）で目標を達成しました。これは、製造量が増えたのに
比べ、CO2がそれほど増加しなかったためです。今後も海外
を含めたキッコーマングループ全体での製造量あたりの
CO2排出量削減に努めていきます。

　2001年1月、キッコーマン食品高砂工場では、エネルギー
節減対策の一環として、製造工程の一部にコージェネレー
ションシステムが稼動しました。
　システムは、都市ガスを燃料としたガスエンジン発電設備、
排熱蒸気ボイラー、ガス焚蒸気ボイラー、蒸気吸収冷凍機、蒸
気温水熱交換器などの機器で構成され、
○ ガスエンジン発電に取り付けられた排熱ジャケットの
　 温水を給水の加熱に使用
○ エンジンからの排気ガスを排熱ボイラーの熱源に使用
○ 蒸気ボイラーで発生した蒸気を、蒸気吸収冷凍機及び、
　 蒸気温水熱交換器の熱源に使用
○ 蒸気吸収冷凍機で使用した蒸気ドレンを温水タンクに回収
○ 蒸気温水熱交換器使用時にはボイラー給水タンクにドレン
　 を送る
など、多重的な省エネ対策を可能にしています。

　流山キッコーマンでは、風力
発電（最大出力450W）と太陽光
発電（最大出力150W）とにより
点灯する外灯2基（各35Wナトリ
ウム灯）を、街路に面した構内に
設置しています。近所には小学
校や商店街がある環境の中で、
自然に優しい外灯と、6.75mの
高さで愛くるしい風車がくるくる
回る風景が街の人々に親しまれています。

＜2012年度記載＞
　2012年、外灯はLEDになり、歩道に向けて人々の足元を暖かく
照らしています。

　しょうゆを製造しているキッ
コーマン食品野田工場では、大
豆の蒸煮、もろみの加温、しょう
ゆの火入れなどの工程で蒸気エ
ネルギーを利用しています。
　野田工場今上エリアでは、こ
の蒸気エネルギーを近隣の上
花輪エリア大型ボイラーから蒸
気配管を通して供給を受けてい
ましたが、当然エネルギーロスが伴っていました。そこで、
2007年度には今上エリアに小型ボイラーを設置してエリア内
で必要蒸気を賄い、これまでのエネルギー配送ロスに伴う
CO2排出量削減を目指すことにしました。
　このプロジェクトは、2005年度から環境省が設けた「国内排
出量取引制度」に応募し、採用されました。これによるCO2削
減目標は、2008年度で1,630t-CO2で、1990年度のキッコーマ
ングループ国内主要製造会社におけるCO2総排出量の1.5％
に当る量です。

【 国内排出量取引制度 】
　温室効果ガスの自主削減目標を達成するために行う設備
投資に対して、国が費用の3分の1、あるいは1工場・事業所当
たり2億円未満を上限とする補助金を与え、一方、補助金を受

配管・保安（散水）設備などの新設とボイラーの更新を行いま
した。その結果、年1,844t-CO2の削減が実現し、同時に燃費の
向上にもつながりました。

＜社会・環境報告書2010・WEB版24頁「重油から天然ガス
　への転換などによる排出抑制」参照＞

　フードケミファでは、鴨川工場で2010年に燃料をA重油か
ら天然ガスに転換した結果、全工場での天然ガス利用が実現
しました。（岐阜工場では2005年に転換済み。A重油を利用し
ていた埼玉工場は2009年4月に天然ガス利用の新埼玉工場
に統合。）

（３）キッコーマン食品野田工場製造第2部
＜2013年度記載＞

　キッコーマン食品野田工場で
は、しょうゆの詰め工程で殺菌に
使用する蒸気を作るため、大型
重油ボイラー2基を使用していま
したが、2012年12月に、ガス小
型ボイラー（3t/h）8基と交換しま
した。これにより、489t-CO2/年
のCO2削減（26％強）効果が見込
まれています。

（４）バイオケミファ江戸川プラント
＜2013年度記載＞

　キッコーマンバイオケミファ江
戸川プラントでは、発酵タンク関
連の滅菌処理に使用する蒸気を
作るため、2t/hの重油ボイラー3
基を使用していましたが、2012年
8月に、小型ガスボイラー（2t/h）3
基と交換しました。これにより、
134t-CO2/年のCO2削減（35%削
減）効果が見込まれています。

（１）キッコーマン食品 野田工場
＜社会・環境報告書2010・WEB版24頁「太陽光発電の導入」
　参照＞

　キッコーマン食品野田工場は、CO2削減努力の一環として、
工場施設の一部に太陽光発電施設を設置しました。2010年3
月、工場の屋根の上3,193m2に、年間予定発電規模88,800kwh
（34t-CO2/年削減）の太陽光発電機材を設置する工事を開始

ける方では1年間で削減目標に到達しない場合、相当する補
助金を返却するか、制度に参加している他の企業から排出権
を取得しなければならない義務を負う制度です。

　2007年度に応募した「国内排出量取引制度」は、2008年度
の削減実施期間において2,199t-CO2の削減を達成し、検証機
関（SGS）の確認を経て2009年度に環境省の検証を待つに
到っています。工場でCO2データを具体的に検証するには、新
たなプロセスの導入などの工夫が必要でしたが、具体的な削
減成果を実証できたことのみならず、「国内排出量取引」に関
するノウハウを蓄積できたことは大きな収穫でした。

（１）日本デルモンテ長野工場
＜社会・環境報告書2008・34頁「重油からガスへの燃料転換
　を実施」参照＞

　主にトマト製品や果実飲料な
どを生産している日本デルモン
テ長野工場では、2003年から、
充填殺菌ラインで2t/h小型貫流
ボイラー12基がA重油を使用し
て稼動していましたが、A重油よ
りも都市ガスの方が熱量あたり
のCO2排出量が少なく、また価
格も安いので、2007年7月に、都
市ガスを利用する2.5t/h貫流ボイラー8基に更新しました。こ
れにより、1990年度のキッコーマングループ国内主要製造会
社におけるCO2総排出量の1.5％に当る量の、1,630t-CO2が
削減されました。

（２）フードケミファ
＜社会・環境報告書2009・40頁「熱源の転換」参照＞

　ヒアルロン酸とアルギン酸を
製造しているフードケミファ鴨
川工場では、海藻からアルギン
酸を抽出する際の加温、ヒアル
ロン酸培養タンクでの滅菌や保
温、廃水処理など、多方面に多
量の蒸気を使用しています。こ
れまで蒸気の熱源にはA重油を
使用していましたが、2008年度
に、排出CO2削減と燃費の低減を目指して天然ガスに転換す
ることにし、天然ガス利用に必要なLNGタンク、蒸発器・ガス

し、2010年6月から稼
働しました。
　これは、環境負荷
低減を目指すだけで
なく、工場で働く社員
や地域住民の環境意
識向上に寄与するこ
とも目的としており、
稼働状況が確認でき
るディスプレイも設
置されています。

（２）KFIカリフォルニア工場
＜社会・環境報告書2010・WEB版24頁「太陽光発電の導入」
　参照＞

　KFIカリフォルニア工場は、CO2削減努力の一環として、工場
施設の一部に太陽光発電施設を設置することにしました。
2010年9月からの稼働を目指して、工場のカーポート屋根
850m2に、年間予定発電規模149,432kwh（56t-CO2/年削減）
の太陽光発電機材の設置作業中です。
　これは、環境への取り組みが盛んなカリフォルニア州で率
先して太陽光発電システムを導入することで、CO2削減に貢献
するとともに、目に見える環境保全活動として地域社会や顧
客にアピールすることを目的としています。

（１）マンズワインの2種類の温度調節
＜社会・環境報告書2010・WEB版24頁「製造工程の工夫に
　よる使用エネルギーの削減」参照＞

　マンズワインは、びん詰め工程で必要とする殺菌温度と、
新びんすすぎのために使用する水の温度を下げることで、
使用するエネルギーを削減しました。
　びん詰め工程では、ワインの中で増殖可能な微生物（主
として酵母など）を殺菌するために加熱充填していますが、
ワインの熱殺菌性試験を繰返した結果、従来の詰温度を3
～7℃下げる見通しがつき、品質保証審査を受審した後で、
2008年12月から順次低温化に移行しています。熱源にはA
重油を使用するボイラー蒸気を使っていますが、この低温
化により、A重油6.4kl/年の節減（18t-CO2/年削減）が可能
になりました。
　新びんのすすぎでは、これまで温水によるすすぎを実施
していましたが、ラインテストの結果、温水を冷水に代えて
もびん詰、ラベリングなどの適性に問題ないことが確認さ
れたので、冷水すすぎに切り換えました。これにより、A重油
換算で40.3kl/年（109t-CO2/年削減）の節減につながりま
した。

５）太陽光発電の導入

６）製造過程の温度調節
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１０）機材の更新によるエネルギー削減
　＜社会環境報告書2011・WEB版16頁「機材の更新に

よるエネルギー削減」参照＞

＜社会・環境報告書2013・WEB版10～11頁「地球温暖化防止」
　参照＞

キッコーマン国内外主要会社の2012年度CO2排出原単位は、
0.161t-CO2/tとなり、2011年度比96.７%（0.005t-CO2/tの
減少）で目標を達成しました。これは、製造量が増えたのに
比べ、CO2がそれほど増加しなかったためです。今後も海外
を含めたキッコーマングループ全体での製造量あたりの
CO2排出量削減に努めていきます。

　2001年1月、キッコーマン食品高砂工場では、エネルギー
節減対策の一環として、製造工程の一部にコージェネレー
ションシステムが稼動しました。
　システムは、都市ガスを燃料としたガスエンジン発電設備、
排熱蒸気ボイラー、ガス焚蒸気ボイラー、蒸気吸収冷凍機、蒸
気温水熱交換器などの機器で構成され、
○ ガスエンジン発電に取り付けられた排熱ジャケットの
　 温水を給水の加熱に使用
○ エンジンからの排気ガスを排熱ボイラーの熱源に使用
○ 蒸気ボイラーで発生した蒸気を、蒸気吸収冷凍機及び、
　 蒸気温水熱交換器の熱源に使用
○ 蒸気吸収冷凍機で使用した蒸気ドレンを温水タンクに回収
○ 蒸気温水熱交換器使用時にはボイラー給水タンクにドレン
　 を送る
など、多重的な省エネ対策を可能にしています。

　流山キッコーマンでは、風力
発電（最大出力450W）と太陽光
発電（最大出力150W）とにより
点灯する外灯2基（各35Wナトリ
ウム灯）を、街路に面した構内に
設置しています。近所には小学
校や商店街がある環境の中で、
自然に優しい外灯と、6.75mの
高さで愛くるしい風車がくるくる
回る風景が街の人々に親しまれています。

＜2012年度記載＞
　2012年、外灯はLEDになり、歩道に向けて人々の足元を暖かく
照らしています。

　しょうゆを製造しているキッ
コーマン食品野田工場では、大
豆の蒸煮、もろみの加温、しょう
ゆの火入れなどの工程で蒸気エ
ネルギーを利用しています。
　野田工場今上エリアでは、こ
の蒸気エネルギーを近隣の上
花輪エリア大型ボイラーから蒸
気配管を通して供給を受けてい
ましたが、当然エネルギーロスが伴っていました。そこで、
2007年度には今上エリアに小型ボイラーを設置してエリア内
で必要蒸気を賄い、これまでのエネルギー配送ロスに伴う
CO2排出量削減を目指すことにしました。
　このプロジェクトは、2005年度から環境省が設けた「国内排
出量取引制度」に応募し、採用されました。これによるCO2削
減目標は、2008年度で1,630t-CO2で、1990年度のキッコーマ
ングループ国内主要製造会社におけるCO2総排出量の1.5％
に当る量です。

【 国内排出量取引制度 】
　温室効果ガスの自主削減目標を達成するために行う設備
投資に対して、国が費用の3分の1、あるいは1工場・事業所当
たり2億円未満を上限とする補助金を与え、一方、補助金を受

配管・保安（散水）設備などの新設とボイラーの更新を行いま
した。その結果、年1,844t-CO2の削減が実現し、同時に燃費の
向上にもつながりました。

＜社会・環境報告書2010・WEB版24頁「重油から天然ガス
　への転換などによる排出抑制」参照＞

　フードケミファでは、鴨川工場で2010年に燃料をA重油か
ら天然ガスに転換した結果、全工場での天然ガス利用が実現
しました。（岐阜工場では2005年に転換済み。A重油を利用し
ていた埼玉工場は2009年4月に天然ガス利用の新埼玉工場
に統合。）

（３）キッコーマン食品野田工場製造第2部
＜2013年度記載＞

　キッコーマン食品野田工場で
は、しょうゆの詰め工程で殺菌に
使用する蒸気を作るため、大型
重油ボイラー2基を使用していま
したが、2012年12月に、ガス小
型ボイラー（3t/h）8基と交換しま
した。これにより、489t-CO2/年
のCO2削減（26％強）効果が見込
まれています。

（４）バイオケミファ江戸川プラント
＜2013年度記載＞

　キッコーマンバイオケミファ江
戸川プラントでは、発酵タンク関
連の滅菌処理に使用する蒸気を
作るため、2t/hの重油ボイラー3
基を使用していましたが、2012年
8月に、小型ガスボイラー（2t/h）3
基と交換しました。これにより、
134t-CO2/年のCO2削減（35%削
減）効果が見込まれています。

（１）キッコーマン食品 野田工場
＜社会・環境報告書2010・WEB版24頁「太陽光発電の導入」
　参照＞

　キッコーマン食品野田工場は、CO2削減努力の一環として、
工場施設の一部に太陽光発電施設を設置しました。2010年3
月、工場の屋根の上3,193m2に、年間予定発電規模88,800kwh
（34t-CO2/年削減）の太陽光発電機材を設置する工事を開始

ける方では1年間で削減目標に到達しない場合、相当する補
助金を返却するか、制度に参加している他の企業から排出権
を取得しなければならない義務を負う制度です。

　2007年度に応募した「国内排出量取引制度」は、2008年度
の削減実施期間において2,199t-CO2の削減を達成し、検証機
関（SGS）の確認を経て2009年度に環境省の検証を待つに
到っています。工場でCO2データを具体的に検証するには、新
たなプロセスの導入などの工夫が必要でしたが、具体的な削
減成果を実証できたことのみならず、「国内排出量取引」に関
するノウハウを蓄積できたことは大きな収穫でした。

（１）日本デルモンテ長野工場
＜社会・環境報告書2008・34頁「重油からガスへの燃料転換
　を実施」参照＞

　主にトマト製品や果実飲料な
どを生産している日本デルモン
テ長野工場では、2003年から、
充填殺菌ラインで2t/h小型貫流
ボイラー12基がA重油を使用し
て稼動していましたが、A重油よ
りも都市ガスの方が熱量あたり
のCO2排出量が少なく、また価
格も安いので、2007年7月に、都
市ガスを利用する2.5t/h貫流ボイラー8基に更新しました。こ
れにより、1990年度のキッコーマングループ国内主要製造会
社におけるCO2総排出量の1.5％に当る量の、1,630t-CO2が
削減されました。

（２）フードケミファ
＜社会・環境報告書2009・40頁「熱源の転換」参照＞

　ヒアルロン酸とアルギン酸を
製造しているフードケミファ鴨
川工場では、海藻からアルギン
酸を抽出する際の加温、ヒアル
ロン酸培養タンクでの滅菌や保
温、廃水処理など、多方面に多
量の蒸気を使用しています。こ
れまで蒸気の熱源にはA重油を
使用していましたが、2008年度
に、排出CO2削減と燃費の低減を目指して天然ガスに転換す
ることにし、天然ガス利用に必要なLNGタンク、蒸発器・ガス

　これらの取り組みの結果、加熱に必要なA重油量が減り、
合計で127t-CO2/年の削減につながりました。

　2009年8月、キッコーマン食品高砂工場では、これまで各工
程で稼働していた大型ボイラーを、全て小型ボイラーに切り
換えて稼働効率を向上させ、CO2排出量を減少させました。ま
た、それまでしょうゆ粕処理のため必要としていた蒸気の購
入を取りやめ、その分のCO2排出量も削減させました。これに
より、高砂工場合計は815t-CO2の削減を達成しました。

　キッコーマン食品野田工場では、しょうゆ原料の大豆を製
麹工程に送り込む前に、大豆に水を加える、大豆を蒸煮する、
という原料処理工程を行なっています。工場内のプロジェクト
チームは、この工程の見直し作業を進め、蒸煮条件を変更す
ることで、エネルギーの38%削減を達成しました。同時に、原
料処理の仕組み自体を見直すことで廃棄物の減量にも成果
を上げています。

７）購入蒸気の廃止と小型ボイラーの増設
　＜2010年度記載＞

８）原料処理工程でのエネルギー削減
　＜社会環境報告書2011・16頁「原料処理工程でのエネ

ルギー削減」参照＞

９）減菌工程でのエネルギー削減
　＜社会環境報告書2011・16頁「減菌工程でのエネルギー

削減」参照＞

　キッコーマンソイフーズ岐阜工場では、加熱殺菌後の豆乳
をパック充填する際に熱交換器で冷却しています。その熱交
換水（10t/h～40t/h 50℃～60℃）を貯溜するタンクを増設し、
2010年4月から、洗浄水やボイラー用水に再利用する量を増
やしました。それまでは15℃の地下水を80℃まで加熱して洗
浄用に使用していましたが、貯留タンクからの温水を利用す
ることで加熱のエネルギーが少なくなり、183t-CO2／年の削
減効果に結びつきました。

　日本デルモンテ群馬工場では、ソース棟の温水を回収して
ボイラーに再利用していますが、その際使用する回収ポンプ
を高性能なものに更新し、温水の量と温度を高めることでボ
イラー用重油の削減を目指しました。
　また、詰めラインで使用する4台のコンプレッサーに台数制
御装置を導入することで、ライン上のエアー使用量に応じて
コンプレッサーの運転台数を自動調整できるようにし、運転
に必要なエネルギーの削減を目指しました。
　これらの措置により、2010年度に163t-CO2／年の削減効
果を上げることができました。

地球温暖化防止Ⅱ
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１2）断熱塗装による熱効率改善
　＜社会･環境報告書2012・WEB版1１頁「断熱塗装に

よる熱効率改善」参照＞

１3）篩分け作業の改良
　＜2012年度記載＞

１1）廃熱回収ヒートポンプ導入
　＜社会･環境報告書2012・WEB版1１頁「廃熱回収

ヒートポンプ導入」参照＞

＜社会・環境報告書2013・WEB版10～11頁「地球温暖化防止」
　参照＞

キッコーマン国内外主要会社の2012年度CO2排出原単位は、
0.161t-CO2/tとなり、2011年度比96.７%（0.005t-CO2/tの
減少）で目標を達成しました。これは、製造量が増えたのに
比べ、CO2がそれほど増加しなかったためです。今後も海外
を含めたキッコーマングループ全体での製造量あたりの
CO2排出量削減に努めていきます。

　2001年1月、キッコーマン食品高砂工場では、エネルギー
節減対策の一環として、製造工程の一部にコージェネレー
ションシステムが稼動しました。
　システムは、都市ガスを燃料としたガスエンジン発電設備、
排熱蒸気ボイラー、ガス焚蒸気ボイラー、蒸気吸収冷凍機、蒸
気温水熱交換器などの機器で構成され、
○ ガスエンジン発電に取り付けられた排熱ジャケットの
　 温水を給水の加熱に使用
○ エンジンからの排気ガスを排熱ボイラーの熱源に使用
○ 蒸気ボイラーで発生した蒸気を、蒸気吸収冷凍機及び、
　 蒸気温水熱交換器の熱源に使用
○ 蒸気吸収冷凍機で使用した蒸気ドレンを温水タンクに回収
○ 蒸気温水熱交換器使用時にはボイラー給水タンクにドレン
　 を送る
など、多重的な省エネ対策を可能にしています。

　流山キッコーマンでは、風力
発電（最大出力450W）と太陽光
発電（最大出力150W）とにより
点灯する外灯2基（各35Wナトリ
ウム灯）を、街路に面した構内に
設置しています。近所には小学
校や商店街がある環境の中で、
自然に優しい外灯と、6.75mの
高さで愛くるしい風車がくるくる
回る風景が街の人々に親しまれています。

＜2012年度記載＞
　2012年、外灯はLEDになり、歩道に向けて人々の足元を暖かく
照らしています。

　しょうゆを製造しているキッ
コーマン食品野田工場では、大
豆の蒸煮、もろみの加温、しょう
ゆの火入れなどの工程で蒸気エ
ネルギーを利用しています。
　野田工場今上エリアでは、こ
の蒸気エネルギーを近隣の上
花輪エリア大型ボイラーから蒸
気配管を通して供給を受けてい
ましたが、当然エネルギーロスが伴っていました。そこで、
2007年度には今上エリアに小型ボイラーを設置してエリア内
で必要蒸気を賄い、これまでのエネルギー配送ロスに伴う
CO2排出量削減を目指すことにしました。
　このプロジェクトは、2005年度から環境省が設けた「国内排
出量取引制度」に応募し、採用されました。これによるCO2削
減目標は、2008年度で1,630t-CO2で、1990年度のキッコーマ
ングループ国内主要製造会社におけるCO2総排出量の1.5％
に当る量です。

【 国内排出量取引制度 】
　温室効果ガスの自主削減目標を達成するために行う設備
投資に対して、国が費用の3分の1、あるいは1工場・事業所当
たり2億円未満を上限とする補助金を与え、一方、補助金を受

配管・保安（散水）設備などの新設とボイラーの更新を行いま
した。その結果、年1,844t-CO2の削減が実現し、同時に燃費の
向上にもつながりました。

＜社会・環境報告書2010・WEB版24頁「重油から天然ガス
　への転換などによる排出抑制」参照＞

　フードケミファでは、鴨川工場で2010年に燃料をA重油か
ら天然ガスに転換した結果、全工場での天然ガス利用が実現
しました。（岐阜工場では2005年に転換済み。A重油を利用し
ていた埼玉工場は2009年4月に天然ガス利用の新埼玉工場
に統合。）

（３）キッコーマン食品野田工場製造第2部
＜2013年度記載＞

　キッコーマン食品野田工場で
は、しょうゆの詰め工程で殺菌に
使用する蒸気を作るため、大型
重油ボイラー2基を使用していま
したが、2012年12月に、ガス小
型ボイラー（3t/h）8基と交換しま
した。これにより、489t-CO2/年
のCO2削減（26％強）効果が見込
まれています。

（４）バイオケミファ江戸川プラント
＜2013年度記載＞

　キッコーマンバイオケミファ江
戸川プラントでは、発酵タンク関
連の滅菌処理に使用する蒸気を
作るため、2t/hの重油ボイラー3
基を使用していましたが、2012年
8月に、小型ガスボイラー（2t/h）3
基と交換しました。これにより、
134t-CO2/年のCO2削減（35%削
減）効果が見込まれています。

（１）キッコーマン食品 野田工場
＜社会・環境報告書2010・WEB版24頁「太陽光発電の導入」
　参照＞

　キッコーマン食品野田工場は、CO2削減努力の一環として、
工場施設の一部に太陽光発電施設を設置しました。2010年3
月、工場の屋根の上3,193m2に、年間予定発電規模88,800kwh
（34t-CO2/年削減）の太陽光発電機材を設置する工事を開始

ける方では1年間で削減目標に到達しない場合、相当する補
助金を返却するか、制度に参加している他の企業から排出権
を取得しなければならない義務を負う制度です。

　2007年度に応募した「国内排出量取引制度」は、2008年度
の削減実施期間において2,199t-CO2の削減を達成し、検証機
関（SGS）の確認を経て2009年度に環境省の検証を待つに
到っています。工場でCO2データを具体的に検証するには、新
たなプロセスの導入などの工夫が必要でしたが、具体的な削
減成果を実証できたことのみならず、「国内排出量取引」に関
するノウハウを蓄積できたことは大きな収穫でした。

（１）日本デルモンテ長野工場
＜社会・環境報告書2008・34頁「重油からガスへの燃料転換
　を実施」参照＞

　主にトマト製品や果実飲料な
どを生産している日本デルモン
テ長野工場では、2003年から、
充填殺菌ラインで2t/h小型貫流
ボイラー12基がA重油を使用し
て稼動していましたが、A重油よ
りも都市ガスの方が熱量あたり
のCO2排出量が少なく、また価
格も安いので、2007年7月に、都
市ガスを利用する2.5t/h貫流ボイラー8基に更新しました。こ
れにより、1990年度のキッコーマングループ国内主要製造会
社におけるCO2総排出量の1.5％に当る量の、1,630t-CO2が
削減されました。

（２）フードケミファ
＜社会・環境報告書2009・40頁「熱源の転換」参照＞

　ヒアルロン酸とアルギン酸を
製造しているフードケミファ鴨
川工場では、海藻からアルギン
酸を抽出する際の加温、ヒアル
ロン酸培養タンクでの滅菌や保
温、廃水処理など、多方面に多
量の蒸気を使用しています。こ
れまで蒸気の熱源にはA重油を
使用していましたが、2008年度
に、排出CO2削減と燃費の低減を目指して天然ガスに転換す
ることにし、天然ガス利用に必要なLNGタンク、蒸発器・ガス

　キッコーマンソイフーズ埼玉
工場の豆乳製造過程では、ボイ
ラーから送られてくる高温の蒸
気を使って滅菌を行っています。
滅菌後の豆乳は直ちに冷却さ
れますが、その際利用された冷
却水の温度は上昇します、冷却
水の熱は廃熱回収ヒートポンプ
で回収され(150t/h、180KW)、ボイラー給水の加熱に使用さ
れています。いわば、水を利用して冷却と加熱を同時に行って
いることになり、年400t-CO2の削減が見込まれています。

　日本デルモンテでは、製品の滅菌工程での放熱温度を抑え
てエネルギー消費量を削減するために、アップルソースライ
ンと缶ラインのパストロクーラーを断熱塗装しました。また、
アップルソースライン全体の屋根にも断熱塗装を行い、室内
の冷房設備機能を向上させました。利用した塗装材は、NASA
のスペースシャトルに使用するセラミック開発から生まれた
もので、太陽エネルギーを強力に反射、拡散し、屋根からの進
入熱を大幅にカットするなどの効能を持っており、室内の作業
環境を改善するものです。

１4）ストロー通い箱の採用
　＜2012年度追加＞

１5）燃焼空気の循環利用
　＜社会環境報告書2013・WEB版11頁「燃焼空気の循

環利用」参照＞

　2011年度、キッコーマンバイ
オケミファ鴨川プラントでは、食
品用ヒアルロン酸製造最終段階
の製品篩分け工程で、篩の上に
残った製品を超遠心粉砕機で粉
砕して再度篩にかけ、製品ロス
を極力少なくして生産量を上げ
る努力を重ねています。その結果、原単位当たりCO2排出量削
減に結び付けています。この作業によるCO2削減量は、25t-CO2
／年です。

　キッコーマンソイフーズ埼玉工場では、2002年に、豆乳製
品200mℓ用に使われていた段ボール箱（ストロー30,000本
入り）を通い箱に変更し、年間約8,385kgの段ボール箱を節減
しました。この段ボールを廃棄するだけでも、発生するCO2を
13.8t－CO2／年、削減できます。

キッコーマン食品の各工場で
は、しょうゆ製造の初期の段階
で、原料の一つである小麦の澱
粉を糖に分解しやすくするため、
燃焼空気（約300℃）を使って小
麦を焙煎しています。2012年度、
野田工場では、焙煎工程におい
て、循環使用する燃焼空気量を
増やす改善を加え、空気を加熱する都市ガスの使用量を前年
度比68％に削減しました。
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図２ 現在
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図１ 過去

１）トラック走行の無駄を排除した
工場直送システム

　＜環境経営報告書2005・17頁「物流システムの改善」
参照＞

　キッコーマングループの輸送体制は、各工場から全国27箇
所の倉庫に製品が輸送され、複雑な流れとなっていました。
（図1過去参照）そこで、2004年5月、全国の物流体系を3箇所
の配送センタ―と2箇所の在庫型倉庫を中心に組み立てなお
すことにより、動線の整理を行いました。それにより、午前に受
けたオーダーは、午後には配送センターでトラックに積み込
んでTC（無在庫中継基地）へ輸送し、そこから他メーカーとの
共同配送ネットワークを利用し、翌朝配送することが可能にな
りました。このシステムは、物流コストの削減に役立つと同時
に、物流全体でのトラック走行の無駄が排除され、環境負荷の
軽減に効果を上げました。（図2現在参照）

１6）空調機の更新
　＜社会環境報告書2013WEB版11頁「燃焼空気の循環

利用」参照＞

１7）洗浄方法の改善で水削減と省エネ
　＜2013年度記載＞

４．物流での工夫

　日本デルモンテは、2012年、冬
には一部蒸気ヒーターを併用し
ていた水冷式空調機器を、イン
バーター制御を内蔵した省エネ
タイプの空冷式ヒートポンプに
更新し、消費電力の大幅削減を
図りました。長野工場で4基、群馬
工場で2基それぞれ更新し、長野工場で 88t-CO2／年、群馬工
場で 25t-CO2／年の削減につながりました。

　マンズワインでは、充填ラインの洗浄工程を見直して使用水
量を減らし、省エネにつなげました。
　充填ラインの一部に使用している角タンクには詰め残液が
残っているため、角タンクをセットしたままラインを洗浄すると、
洗浄水とタンク内の残液が混じり合った水で詰機を洗浄するこ
とになってしまいます。そこで、洗浄時には角タンクをラインか
ら外し、ラインとは別に洗浄することで全体の洗浄効率を高め、
洗浄水の使用量を減らしました。
　詰機においても、洗浄後、オーバーフローさせたまま次工程
の洗浄を行うと、オーバーフロー後に汚れが残存していた場合
には、汚れた水で次工程が洗浄せれることになってしまいます。
そこで、オーバーフロー後には一度ノズルから排水することで
残存した汚れを排除し、次工程の洗浄効率を高め、洗浄水の使
用量を減らしました。
　この二つの改善で、節水効果は年間約571kℓとなり、11t-CO2
の削減につながりました。
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２）大型流通倉庫稼動による環境改善
　＜環境経営報告書2004・14頁「積み込み作業の合理

化」参照＞

３）総武物流の環境方針
　＜社会・環境報告書2007・39頁「環境に配慮した物流

事業の展開」参照＞

　1998年3月、物流のコストダウン、商品のフレッシュロー
テーション、そして環境にやさしい物流を目指し物流基地・野
田配送センターが稼動しました。当センター内は完全自動倉
庫システムで、液晶端末を搭載した無線フォークLANシステム
により、ペーパーレス作業とともに、ケースの仕分け作業が高
スピードで安全に進行されています。また、自動配車システム
とトラック誘導システムを導入して車両台数の極小化や不要
車両の入場コントロールを行い、騒音・振動の減少、排気ガス
や二酸化炭素の削減、交通事情の改善や事故防止、など環境
への配慮も行われています。 

　2006年6月、キッコーマングループの物流を担当する総武
物流は、製品物流・調達物流・グループ物流の効率化を図り、
輸送時のCO2やコストの削減を目指して、下記の「環境方針」
を改定しました。
　具体的な第一歩として、総武物流は、キッコーマングループ
各社と協力し、これまで分担してきた「製品物流担当」という
役割を「製品物流と資材調達をリンクさせた輸送担当」という
役割に変化させ、往復輸送への取り組みを強化させました。

●  商品配送後の包装資材積込み（往復輸送）

●  総武物流株式会社の環境方針

総武物流株式会社は、輸送サービスの提供という事業活動から生じる､環境への種々の影響
を低減することが、社会的責任の一つと認識し､「環境保全推進企業」の実現のために、社員
一人ひとりを含めた社内組織の連携により、環境問題に積極的に取り組んでまいります。

＜基本理念＞

＜行動指針＞

１．環境関連法規制並びに当社が同意したその他の要求事項を遵守します。
２．事業の合理化・効率化による省エネルギー・省資源に努めます。
３．資源のリサイクルの推進、廃棄物・排出物の削減を図り、環境負荷の低減並びに
　 環境汚染の予防に努め、環境管理安全推進委員会を通して継続的改善に努めます。
４．地域とのコミュニケーションを図り、環境保護活動に協力します。
５．環境について学び理解を深め、計画を立てて実行しその計画を定期的に見直します。
６．この環境方針は、全従業員に周知させ、一人ひとりが努力します。

環 境 方 針
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年  度

2005年度

2006年度

2007年度

長距離輸送
（500km以上）

33.5%

39.7%

35.7%

全  体

16.4%

19.1%

18.8%

年  度

2008年度

2009年度

2010年度

長距離輸送
（500km以上）

33.5%

34.6%

33.9%

全  体

18.8%

19.6%

19.0%

５）モーダルシフトの推進
　＜社会・環境報告書2007・39頁「モーダルシフトの推進

とエコレールマークの認定」参照＞

４）製品物流と調達物流の一元化
　＜社会・環境報告書2008・41頁「製品物流と調達物流

の一元化」参照＞

キッコーマン

● いままで

納入会社専属の輸送会社

原材料・包装材料の
調達物流

復路は空荷による
空車返送

原材料・
包装材料
仕入先

キッコーマン

● 改善推進中 お得意先

製品物流空車回送

原材料・包装材料の調達物流

● 総武物流（株）により、「調達物流」と「製品物流」を1運行内で行い、
　 実車率向上と輸送コストダウンを図る
● 総武物流（株）の増収にもつながり、グループでの増収に貢献する

原材料・
包装材料
仕入先

　キッコーマングループは、製品物流を委託している総武物
流と調達物流にも協力し合う取り組みを強化しています。物流
においては、行きも帰りも荷物がある状態、すなわち一運行当
りの実車率を高めることがコストダウンに直結するためです
が、それと同時に、この取り組みが進行すると実働車数が減少
し、環境負荷の低減にもつながることになります。工場からの
製品搬出と、大豆、小麦、PETボトルなどの搬入が一元化し、す
でに大きな効果をあげています。

●  いままでの物流と改善推進中の物流

　2005年度、キッコーマンは（社）鉄道貨物協会から「エコ
レールマーク取組企業」の認定を受け、エコレールマークの
利用が可能になりました。
 
　「エコレールマーク」は、鉄道貨物輸送に積極的に取り組ん
でいる企業や商品であると認定された場合に、その商品やカ
タログ等につけられるマークです。
　エコレールマークの認定を受けるには、
○商品については、数量または、数量×
　距離の比率で30％以上の輸送（500km
　以上の陸上貨物輸送）に鉄道を利用
　していること
○企業については、数量または、数量×
　距離の比率で15％以上の輸送（500km
　以上の陸上貨物輸送）に鉄道を利用
　していること
が「エコレールマーク推進委員会」から認められる必要があり
ます。

　鉄道貨物輸送に焦点が当てられるのは、物流部門で進めら
れている地球温暖化防止CO2削減努力の中で、トラック輸送
から鉄道貨物輸送に転換する「モーダルシフト」が大きな効果
を発揮するからです。鉄道貨物輸送は、トラック輸送に比べて
CO2排出量が自家用トラックの45分の1、営業用トラックの8分
の1に削減できる、環境にやさしい輸送手段なのです。

　キッコーマングループはモーダルシフトを推進しています。

＜2011年度追加＞
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１）テレビ会議
　＜2011年度記載＞

１）環境にやさしい野田本社
　＜環境経営報告書2004・15頁「キッコーマン野田本社

は大きなグリーン調達」参照＞

６．建物の工夫

５．オフィスでの工夫

【 環境共生工夫 】

○

○

【 街並み、野田文化共生の工夫 】

○

○

○

○

○

　日本デルモンテでは、2003年3月、本社と各工場を電話回
線で結ぶテレビ会議システムを導入し、各部所間で積極的に
活用しています。これにより、人の移動が少なくなり、作業時間
が効率化されました。2004年度実績では、長野、群馬、福島、
岩手の各工場と本社との間で40回のテレビ会議が行われ、
210人の移動が削減され、鉄道のCO2換算で計算しますと、約
2.5t-CO2が削減されました。　
　キッコーマングループでは、2009年9月に東京本社と野田
本社間にテレビ会議システムが導入され、2010年度にはキッ
コーマン食品各工場に拡大されました。2011年3月の1ヶ月の
実績では、野田、高砂、近畿と本社との間で32回のテレビ会議
が行われ、108人の移動が削減され、鉄道のCO2換算で計算
しますと、約0.53t-CO2削減されました。
　2011年3月11日の東日本大震災時には、電話回線がつなが
らない状況下でテレビ会議が多いに役立ちました。また、
2011年4月1日の会長所信表明は、海外も含めこのテレビ会
議システムを通して実施されました。

　キッコーマン野田本社の社屋は1999年に完成しました。環
境を大切に考える企業の本社々屋にふさわしい環境共生型オ
フィス（サスティナブル・オフィス）として設計され、その先進的
な工夫の数々に対して第4回環境建築賞・優秀賞が授与され
ました。

　本社社屋に秘められた環境
共生工夫は、「光」「熱」「風」
「水」各分野の自然エネルギー
が室内環境と調和し、設備機
器の運転最適化、むだ運転防
止などへの取り組みに寄与し
ているところです。

「光」…大きな窓から自然採光を徹底して利用し、照明エネル
　　　ギーを低減。
○ 執務空間を北側に配置することで、日中はブラインドを下ろ
すことなく安定した北側の自然採光を有効に利用します。

○ 昼光センサーを活用して照明制御を行なっています。

○ 外部に水平ルーバーを固定させ、その反射光で事務室内を
均整度高く照らしています。
実測の結果、晴天、昼間の時間帯で、窓から8mほどの場所

で、自然光のみで平均500lx程度の照度が得られています。ま
た、晴天の1日分（点灯時間は6:00～20:30）の照明消費電力
は、約42％削減されました。

「熱」…外部の水平ルーバーと高効率機器を導入することで、
　　　熱負荷の低減。
外部の水平ルーバーを使って、屋内に入る日射をコント
ロールしています。水平ルーバーは、夏は南からの日射を
遮断し、冬は直接取り入れて、断熱を強化したダブルガラ
スエアフロー（ダブルガラスの中間に室内空気を取り入れ
て循環させるシステム）を使って室内温度を最適に保って
います。
夜間の廃熱を処理するため、熱回収型ヒートポンプから得
られるエネルギーを使って、夏期は氷蓄熱システム（氷を
使っての蓄冷）を、冬期は温水躯体蓄熱システム（温水を
使っての蓄熱）を、それぞれ稼働させています。
2001年1月～2月の連続測定の結果、ダブルガラスの屋内

側表面温度は、空調時間帯で平均18.8℃（外気温度は平均
6.5℃）でした。また、計算上、水平ルーバーの設置による年間
熱負荷係数（PAL）は、約29％削減されたことになります。

「風」…窓の開閉と連動した自然通風により、空調エネルギー
　　　を低減。

「水」…地中に雨水を貯水。
通常は池への循環、トイレや散水への活用を行ない、非常

時には、消火や飲料用にも（必要な浄化などの処理をした上
で）使えるよう、設備を整えています。

　本社々屋は、自然環境への配慮のみでなく、永くしょうゆ製
造業を育んできた野田の文化環境にも調和する努力を払って
います。
旧しょうゆ仕込倉や煉瓦塀などの街並みとの連続性を保
つため、3階建ての低層建築とし、中庭に回廊をめぐらせた
「家」のイメージを取り入れています。
ビル外壁のモチーフに、仕込倉の外装意匠をイメージしま
した。
中心に「水の庭」を設置し、利根川・江戸川の水運で開けた
野田文化を象徴しました。
市道沿いの正面には野田の情景を記憶に残す「街並みの
庭」を、メインの応接室に面する場所には迎賓にふさわしい
「迎えの庭」を、また、キッコーマングループの先進性・革新
性を表現した金属製彫刻を、それぞれに配置しました。
働く人々のコミュニケーションを促す打ち合せラウンジを各
所に設けるほか、働く人々の心に潤いを与えられるよう、各棟
をつなぐ回廊からの外観に変化を加えています。

地震災害にも強い建物をめざし、通常の1.25倍の強度で
設計されています。

　お客様の出入りが多いマン
ズワイン勝沼ワイナリー売店
で使用中のエアコン（5台）は、
冷却効率が悪い状態でした。
そこで、4台の新型インバー
ターエアコンを導入し、さらに
資料館との間に仕切りをつけ
て店舗内の温度を効率よくコントロールするようにしたとこ
ろ、冷暖房のための使用電力量を45%削減することができま
した。

　キッコーマン食品製造第２部では、コンテナ自動倉庫内送
風用のダクト部分に、「2008年“超”モノづくり部品大賞」環境
関連部品賞を受賞したコルエアダクトを採用しています。
　コルエアダクトは、厚さ8mmの段ボール側面に厚さ20μm
のアルミニウム箔をラミネートした素材を使ったダクトで、保
湿性に優れ、火に強く、水分を通さない素材上の長所と、輸
送・搬入の利便性や現場での施工性に優れている長所を併せ
持ちながら、外観上従来のダクトと類似しているので追加施
工にも適しています。コルエアダクトは、生産時にはCO2排出
量が従来の鉄板製ダクトに比べて1/4であり、使用時には古紙
利用比率70%以上を示すグリーンマークの表示が可能であ
り、廃棄時には段ボールとアルミニウム箔に分けて回収するこ
とができます。
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2）インバーターエアコン導入
　＜社会･環境報告書2012・WEB版1１頁「インバーター

エアコン導入」参照＞

3）コルエアダクトの採用
　＜2012年度追加＞

4）環境にやさしいキッコーマン総合病院
　＜2013年記載＞

【 建物での工夫 】

【 敷地に関する工夫 】

○

○

○
○
○
○
○

○
○
○
○

○

　日本デルモンテでは、2003年3月、本社と各工場を電話回
線で結ぶテレビ会議システムを導入し、各部所間で積極的に
活用しています。これにより、人の移動が少なくなり、作業時間
が効率化されました。2004年度実績では、長野、群馬、福島、
岩手の各工場と本社との間で40回のテレビ会議が行われ、
210人の移動が削減され、鉄道のCO2換算で計算しますと、約
2.5t-CO2が削減されました。　
　キッコーマングループでは、2009年9月に東京本社と野田
本社間にテレビ会議システムが導入され、2010年度にはキッ
コーマン食品各工場に拡大されました。2011年3月の1ヶ月の
実績では、野田、高砂、近畿と本社との間で32回のテレビ会議
が行われ、108人の移動が削減され、鉄道のCO2換算で計算
しますと、約0.53t-CO2削減されました。
　2011年3月11日の東日本大震災時には、電話回線がつなが
らない状況下でテレビ会議が多いに役立ちました。また、
2011年4月1日の会長所信表明は、海外も含めこのテレビ会
議システムを通して実施されました。

　キッコーマン野田本社の社屋は1999年に完成しました。環
境を大切に考える企業の本社々屋にふさわしい環境共生型オ
フィス（サスティナブル・オフィス）として設計され、その先進的
な工夫の数々に対して第4回環境建築賞・優秀賞が授与され
ました。

　本社社屋に秘められた環境
共生工夫は、「光」「熱」「風」
「水」各分野の自然エネルギー
が室内環境と調和し、設備機
器の運転最適化、むだ運転防
止などへの取り組みに寄与し
ているところです。

「光」…大きな窓から自然採光を徹底して利用し、照明エネル
　　　ギーを低減。
○ 執務空間を北側に配置することで、日中はブラインドを下ろ
すことなく安定した北側の自然採光を有効に利用します。

○ 昼光センサーを活用して照明制御を行なっています。

○ 外部に水平ルーバーを固定させ、その反射光で事務室内を
均整度高く照らしています。
実測の結果、晴天、昼間の時間帯で、窓から8mほどの場所

で、自然光のみで平均500lx程度の照度が得られています。ま
た、晴天の1日分（点灯時間は6:00～20:30）の照明消費電力
は、約42％削減されました。

「熱」…外部の水平ルーバーと高効率機器を導入することで、
　　　熱負荷の低減。
外部の水平ルーバーを使って、屋内に入る日射をコント
ロールしています。水平ルーバーは、夏は南からの日射を
遮断し、冬は直接取り入れて、断熱を強化したダブルガラ
スエアフロー（ダブルガラスの中間に室内空気を取り入れ
て循環させるシステム）を使って室内温度を最適に保って
います。
夜間の廃熱を処理するため、熱回収型ヒートポンプから得
られるエネルギーを使って、夏期は氷蓄熱システム（氷を
使っての蓄冷）を、冬期は温水躯体蓄熱システム（温水を
使っての蓄熱）を、それぞれ稼働させています。
2001年1月～2月の連続測定の結果、ダブルガラスの屋内

側表面温度は、空調時間帯で平均18.8℃（外気温度は平均
6.5℃）でした。また、計算上、水平ルーバーの設置による年間
熱負荷係数（PAL）は、約29％削減されたことになります。

「風」…窓の開閉と連動した自然通風により、空調エネルギー
　　　を低減。

「水」…地中に雨水を貯水。
通常は池への循環、トイレや散水への活用を行ない、非常

時には、消火や飲料用にも（必要な浄化などの処理をした上
で）使えるよう、設備を整えています。

　本社々屋は、自然環境への配慮のみでなく、永くしょうゆ製
造業を育んできた野田の文化環境にも調和する努力を払って
います。
旧しょうゆ仕込倉や煉瓦塀などの街並みとの連続性を保
つため、3階建ての低層建築とし、中庭に回廊をめぐらせた
「家」のイメージを取り入れています。
ビル外壁のモチーフに、仕込倉の外装意匠をイメージしま
した。
中心に「水の庭」を設置し、利根川・江戸川の水運で開けた
野田文化を象徴しました。
市道沿いの正面には野田の情景を記憶に残す「街並みの
庭」を、メインの応接室に面する場所には迎賓にふさわしい
「迎えの庭」を、また、キッコーマングループの先進性・革新
性を表現した金属製彫刻を、それぞれに配置しました。
働く人々のコミュニケーションを促す打ち合せラウンジを各
所に設けるほか、働く人々の心に潤いを与えられるよう、各棟
をつなぐ回廊からの外観に変化を加えています。

地震災害にも強い建物をめざし、通常の1.25倍の強度で
設計されています。

　お客様の出入りが多いマン
ズワイン勝沼ワイナリー売店
で使用中のエアコン（5台）は、
冷却効率が悪い状態でした。
そこで、4台の新型インバー
ターエアコンを導入し、さらに
資料館との間に仕切りをつけ
て店舗内の温度を効率よくコントロールするようにしたとこ
ろ、冷暖房のための使用電力量を45%削減することができま
した。

　キッコーマン食品製造第２部では、コンテナ自動倉庫内送
風用のダクト部分に、「2008年“超”モノづくり部品大賞」環境
関連部品賞を受賞したコルエアダクトを採用しています。
　コルエアダクトは、厚さ8mmの段ボール側面に厚さ20μm
のアルミニウム箔をラミネートした素材を使ったダクトで、保
湿性に優れ、火に強く、水分を通さない素材上の長所と、輸
送・搬入の利便性や現場での施工性に優れている長所を併せ
持ちながら、外観上従来のダクトと類似しているので追加施
工にも適しています。コルエアダクトは、生産時にはCO2排出
量が従来の鉄板製ダクトに比べて1/4であり、使用時には古紙
利用比率70%以上を示すグリーンマークの表示が可能であ
り、廃棄時には段ボールとアルミニウム箔に分けて回収するこ
とができます。

　2012年、地上4階建ての新しいキッコーマン総合病院が、従
来の隣接地に完成しました。新病院は、災害時にも病院として
の機能を維持できるよう免震構造を採用する他、自然採光の
活用、太陽光発電や水資源の効率的な利用、省エネルギー機
器の採用など、環境にも配慮したさまざまな工夫を取り入れ
ています。

水は全て井戸水を利用（トイレ用には新たに掘った井戸
水、その他は既存の第３給水所の水を利用）
病室の外側に縦型のルーバーを設け、眺望を確保したま
ま日射の負荷を低減
病室の窓には断熱性能を高めるペアガラスを採用
1階の共用部の大部分にLED照明を使用
トイレや更衣室の照明には人感センサー型スイッチを設置
エントランス前に太陽光パネル（5kw）を設置
天井裏の空調のダクトに一部段ボールダクト（保温効果
あり、再利用が可能）を利用

外周に緑地を設置
駐車場では、排気ガスや騒音に配慮して前向き駐車を促進
道路沿いに歩道を設置し市民に開放
敷地の隅にゴミ置場を設け、自治会に場所を提供
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　カーボンフットプリント（CFP）は、商品やサービスのライフ
サイクルの全ステージ（原料や包材の生産輸送、商品製造、流
通、製品使用、廃棄・リサイクルに至る）で排出される温室効
果ガス（二酸化炭素CO2、一酸化二窒素N2O、パーフルオロ
カーボンPFCs、六フッ化硫黄SF6、メタンCH4、ハイドロフルオ
ロカーボンHFCs）を算定するものです。算定された数字は
パッケージや店頭などで表示され、環境に優しい商品を選ぶ
判断材料になります。

　CFP算定の動きは欧米など各国で行われていますが、まだ
国際基準は定められていません。日本でも、環境省、経済産業
省、農林水産省などが委員会を設けて検討は進めているもの
の、まだ研究段階と言えます。
　日本国内における主な動きは
○ 環境省主催「温室ガス〔見える化〕推進戦力会議」
○ 経済産業省主催「カーボンフットプリント制度の
　 実用化・普及研究会」（フードケミファ参加）
○ 農林水産省主催「食品産業CO2みえる化研究会」
　 （キッコーマン参加）
○ 未踏科学技術協会が経済産業省より受託
　 「日本LCA学会　食品研究会」（キッコーマン参加）
などで、それぞれが個別に情報交換、環境の整備、算定基準の
検討などを行っています。

　キッコーマングループでは、フードケミファが「カーボン
フットプリント制度の実用化・普及研究会」の算定方法を用い
て「おいしい無調整豆乳1000mℓ」のCFPを算定して「エコプ
ロダクツ2008」で発表しました。また、キッコーマンでは社内
に「カーボンフットプリント検討会」を設置して「特選丸大豆
しょうゆ1ℓ」のCFPを算定しました。

１）カーボンフットプリント
　＜2009年度記載＞

７．カーボンフットプリント

　「おいしい無調整豆乳1000mℓ」のCFPは、「カーボンフット
プリント制度の実用化・普及研究会」の算定方法に従って算定
されました。その結果、「おいしい無調整豆乳1000mℓ」の1
パッケージの内容物（豆乳）が原材料から廃棄・リサイクルに
至る全ステージで排出したCO2総量は447gとなり、各ステー
ジ別の構成比は、「原材料」42％、「生産」33％、「流通販売」23％、
「廃棄・リサイクル」2％でした。CFP447gには、包材の紙パッ
ク（日本テトラパック製造）に関するCO2排出総量110gも含ま
れています。

　「特選丸大豆しょうゆ1ℓ」のCFPは、キッコーマンの「カーボ
ンフットプリント検討会」が設定した考え方に基づき算定され
ました。
　キッコーマンでのCFP算定は、
流通段階は、工場から直接出荷される第一次物流段階の
CO2排出量を用いる。
各家庭におけるしょうゆ使用の段階では、特別に燃料などの
エネルギーを必要としないので、CO2排出はゼロとする。
販売と廃棄・リサイクル段階でのCO2排出量は、推定値とな
らざるを得ないのでCFPには加算しない。

との考え方で行い、その結果求められた「特選丸大豆しょうゆ
1ℓ」のCFPは673gでした。ステージ別では、「原材料調達」
435g、「生産」215g、「流通」23gでした。

２）「おいしい無調整豆乳1000mℓ」のCFP
　＜社会・環境報告書2009・40頁「カーボンフットプリント

の取り組み」参照＞

３）「特選丸大豆しょうゆ1ℓ」のCFP
　＜社会・環境報告書2009・40頁「カーボンフットプリント

の取り組み」参照＞

2008年度経済産業省事業
カーボンフットプリント暫定表示

紙パック（製造元：日本テトラパック）
に伴うCO2排出量は110gです

原材料
42%

廃棄・リサイクル
2%

生産
33%

流通
販売
23%

CO2
447g

●  「おいしい無調整豆乳1000mℓ」のCFP値

○

○

○
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＊1 流通段階は、一次物流に限定します。
＊2 販売および廃棄・リサイクル段階は推定です。

＜2010年度追加＞
　この内容は、2009年9月東京で開かれた日本LCA学会食品
研究会で発表しました。

＜2011年度追加＞
　この内容は、2010年6月小豆島で開催された日本醤油技術
センター第70回研究発表会で発表し、しょうゆ関連初のCFP
発表として会場の関心を引きました。

原材料調達段階
435g

100 200 300 400 500 600 700 800

製造段階
215g

流通段階
23g

消費・使用
段階
0g

販売／廃棄
リサイクル段階

＊1

＊2

●  「特選丸大豆しょうゆ1ℓ」のCFP値
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　キッコーマングループでは、食品リサイクル法に記載され
ている再生利用法優先順位と再生利用等実施率を、「廃棄物・
副産物の再生利用法の向上」の判定基準にしています。

○ 製造、流通、消費の各段階で食品廃棄物等そのものの発
生を抑制する。

○ 再資源化できるものは飼料や肥料などへの再生利用を行う。
○ 再生利用が困難な場合に限り熱回収をする。
○ さらに、再生利用や熱回収ができない場合は脱水・乾燥など
で減量して適正な処理がしやすいようにする。

　キッコーマングループは、食品系排出物（しょうゆ粕、しょう
ゆ油、おから、みりん粕、りんご搾汁残さ、ぶどう搾汁残さ、海
藻抽出残さ、かつお節やこんぶの抽出残さなど）の有効活用、
特に、優先順位の高い飼料への再生利用強化に取り組んでい
ます。その結果、しょうゆ粕はほぼ100％飼料に再生利用され、
海外製造会社でも副産物の飼料活用は95.5％に達しました。

　再生利用等実施率は、その年度の「発生抑制量」「再生利用
量」「熱回収量×0.95」「減量量」の合算を、その年度の「発生
抑制量」と「発生量」の合算で割って求めます。
　グループ内国内製造会社9社（キッコーマン食品、北海道
キッコーマン、流山キッコーマン、平成食品工業、江戸川食品、
日本デルモンテ、マンズワイン、フードケミファ、宝醤油）にお
ける再生利用率等実施率の推移は下図の通りで、食品リサイ
クル法に定める食品製造業の目標値（85％）を上回っています。

１．食品リサイクル法にもとづく
　 再生利用等実施率推移

キッコーマングループ 環境保全活動事例集
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１）再生利用等実施率推移
　＜社会･環境報告書2010・WEB版25頁「廃棄物・副産物

の削減と再生利用」参照＞
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● 食品リサイクル法にもとづく
　 再生利用率等実施率の推移

【 再生利用法優先順位 】

【 再生利用等実施率 】　

２）国内外主要製造会社の再生利用率推移
       

（１）再生利用の質の向上
　キッコーマングループでは、食品系排出物や汚泥、洗浄残さ、
廃プラスチックなどの副産物・廃棄物のさらなる有効活用をめざ
しています。2011年度は、食品系排出物（しょうゆ粕、しょうゆ油、
おから、みりん粕、りんご搾汁残さ、ぶどう搾汁残さ、海藻抽出残
さ、かつお節・こんぶの抽出残さなど）の有効活用、特に、優先順
位の高い飼料への再生利用に取り組み、食品リサイクル法にも
とづく再生の質を向上させました。 
　今後も副産物・廃棄物も廃棄から肥料に、肥料から飼料に、飼
料から食料や機能性食品に、より付加価値のある有効活用に努
めます。

　キッコーマングループでは、2012年度も、食品系排出物の
有効活用、特に優先順位の高い飼料への再生利用に取り組み
ました。

（２）再生利用率の向上

　
　国内外製造会社の再生利用率は97.9%になりました。

　2012年度の国内外主要製造会社の再生利用率は98.9％で、
2011年度97.9％より1.0％の向上をみました。これは、キッコーマ
ンバイオケミファ鴨川工場の汚泥再生が寄与したものです。目標
99％（2014年度）に向けてさらなる努力を重ねていきます。

＜社会･環境報告書2012・WEB版12頁「廃棄物・副産物
　の再生利用率の質向上」参照＞ 

＜2013年度記載＞

＜社会環境報告書2012・WEB版25頁「廃棄物・副産物の
　再生利用」参照＞

＜社会環境報告書2013・WEB版12頁「廃棄物・副産物の
　再生利用」参照＞



しょうゆの製造工程と環境保全

原材料屑

排水・汚泥

残包装材料

しょうゆ粕
しょうゆ油

空ペット容器

飼料・肥料

肥料

再生紙

燃料・飼料
オフィス用品

作業衣
クリアホルダー

原料処理
（原料をまぜる）

（しょうゆ麹をつくる）
製麹工程

（もろみの発酵・熟成）
発酵・熟成

（しょうゆをしぼる）
圧搾

（しょうゆを詰める）
詰め工程

製品

しょうゆの製造工程 副産物 再生利用

　しょうゆ粕は、もろみを圧搾して生揚げしょうゆ（圧搾で得ら
れたままの液体）を搾り出した後の残さです。（図参照）
　原料である大豆と小麦本来の栄養成分や醸造の過程で生
成された機能性成分を多く含み、利用価値の高い副産物です。

２．しょうゆ粕の利用

１）しょうゆ粕の歩み
　＜2007年度記載＞

キッコーマングループ 環境保全活動事例集
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【 しょうゆ粕とは 】

　しょうゆ粕には、
脂肪分が多く含まれます。
抗酸化力の高い脂溶性ビタミンEや、血液の凝固に欠かせ
ないビタミンK1が多く含まれます。
抗酸化活性を持ち、女性ホルモンに似た働きをするイソフ
ラボンが多く含まれます。特に、そのイソフラボンは、微生
物の酵素の働きで、マロン酸や糖の結合と切れた状態（吸
収されやすいアグリコンに変化）になっています。

　もろみを圧搾する技術はしょうゆの製造量を左右しますの
で、これまで多くの技術改良が加えられてきました。その一方
で、圧搾の強さによってしょうゆ粕に残存する成分の量も変わ
りますので、しょうゆ粕の再利用価値も変わって来ることにな
ります。

　江戸時代の圧搾技術は錘石（おもりいし）を使った初歩的
なものでしたので、しょうゆ粕には多くのしょうゆ成分が残さ
れていました。そのため、低品質のしょうゆ製造に再利用され
ることも多かったと言われています。また、そのまま肥料とし
ても活用されていました。さらに、手の込んだ手順＜Ⅲ-3-1）
江戸時代のしょうゆ油参照＞を踏んでしょうゆ油（燈油に利
用）の採取も行っていました。
　この状況は明治の初めごろになっても変わらず、品質の良
い粕は、小醸造家で、食塩水を加えもう一度圧搾して（番水）
しょうゆ製造に再利用され、品質の劣るものは肥料に使われ
ました。

　明治30年（1897年）ころ、ギヤー・ジャッキを使って機械的
に圧搾する試みが行われました。続いて明治37年（1904年）
には野田式水圧機が実用化され、圧搾技術が飛躍的に向上し
ました。それにつれてしょうゆ粕に含まれるしょうゆ成分もど
んどん減少し、しょうゆ再製造利用には適さないものに変わっ
ていきました。
　日露戦争（1904年～05年）後、野田近郷農村で養豚が盛ん
になり、しょうゆ粕は飼料として利用されるようになりました。
脂肪分を多く含むしょうゆ粕はエネルギー源として優れた飼
料でした。

　大正初期にしょうゆ油の輸出事業が推進された時、しょうゆ
粕も乾燥させて混合肥料の原料として輸出することが検討さ
れました。その後国内で畜産事業が振興しはじめ、しょうゆ粕
の飼料活用は増えたのですが、水分含有量の関係で長期保
管に難があったため、限定された利用に止まっていました。

○
○

○

● 国内外主要製造会社の廃棄物・副産物再生利用率の推移
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【 大正期のしょうゆ粕 】
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３）畜産飼料への活用
　＜環境経営報告書2005・15頁「しょうゆ粕有効成分の

分析」参照＞

２）燃料への活用
　＜環境経営報告書2004・13頁「醸造副産物「しょうゆ油」

の養殖魚用飼料への活用」参照＞

【 成分分析 】

　しょうゆ粕は、水分が少なく脂肪
分が高いので、燃料への転用も有効
です。この場合、化石燃料の使用を
削減できるばかりか、植物性燃料な
ので大気中のCO2を増やさない効
果があります。
　キッコーマン食品のしょうゆ粕専
用のボイラーは、1989～2007年度
の間使用されました。

（しょうゆ粕は、脂肪分を多く含みエネルギー含量が多いのが特徴です。）

粗たんぱく質 ：

粗灰分 ：

水溶性窒素 ：

粗脂肪 ：

可溶無窒素物 ：

   

25.1％

12.0％

1.8％

21.1％

26.6％

ビタミンE ： 21.5mg/100g

α-トコフェロール ：

β-トコフェロール ：

γ-トコフェロール ：

δ-トコフェロール ：

2.7mg/100g

1.1mg/100g

12.3mg/100g

5.4mg/100g

ビタミンK1 ： 42.1μg/100g

（しょうゆ粕には脂溶性の抗酸化力の高いビタミンEや血液の凝固に欠かせ
 ないビタミンK1が多く含まれています。）

ダイゼイン ：

ゲニステイン ：

グリシテイン ：

129mg/100g

134mg/100g

21mg/100g

（抗酸化活性を持ち、女性ホルモンに似た働きをするイソフラボン類は、
しょうゆ粕では微生物の酵素によりマロン酸や糖の結合が切れ、吸収され
やすいアグリコンへと変化しています。イソフラボンアグリコンの生理効果
については、『研究開発への取り組み ＞ 研究開発のご紹介 ＞ ポリフェ
ノール ＞ 大豆イソフラボンアグリコン』
http://www.kikkoman.co.jp/corporate/life/research/about/polyphenol/soy.html 
をご覧ください。）

　昭和17年（1942年）、キッコーマンは、しょうゆ粕を補完原
料とした醸造しょうゆ製造法（新式醤油製造法）を開発し、特
許を無料開放しました。当時、原料不足に悩まされていたしょ
うゆ業界は、アミノ酸を混合したしょうゆ製造に転換しようと
していたのですが、新式醤油製造法がその流れを堰きとめ、
醸造しょうゆの牙城を守ることができました。さらに戦後の昭
和23年（1948年）には、しょうゆ粕を再利用した新式2号しょう
ゆ製造法が開発され、大豆原料の利用効率を高めることに成
功しました。これにより、GHQが推進しようとしていたアミノ酸
しょうゆ製造転換方針が取りやめとなり、日本の味覚を守るこ
とができました。
　昭和34年（1959年）にはしょうゆ粕の気流乾燥装置が完成
し、しょうゆ粕の水分含有量を3分の1に減少させることに成
功しました。これにより、しょうゆ粕の長期保存と他飼料材との
混合が可能となり、しょうゆ粕の商品価値が向上しました。

　平成元年（1989年）、水分が少ない割には脂肪分が多いと
言うしょうゆ粕の特徴を生かして、ボイラー燃料としての利用
が開始されました。＜Ⅲ-2-2）参照＞
　さらに平成12年（2000年）には、しょうゆ粕の中に多く含ま
れる粗繊維を活用して、環境にやさしく和紙の風格を持つ非
木材紙の原料としても使われました。＜Ⅲ-2-4）参照＞
　平成16年（2004年）以降、キッコーマングループはしょうゆ
粕の飼料化に力を入れ、平成20年（2008年）に飼料化100％
を達成しました。＜Ⅲ-2-5）参照＞

　しょうゆ粕は昔から畜産全般に使われている安全で栄養価
の高い飼料です。

　2004年11月、基礎成分および機能性成分である脂溶性ビ
タミン（E，K1）、イソフラボンについて比較分析を行いました。
（数字は乾物換算値）

（１）基礎成分

（２）脂溶性ビタミン類

（３）イソフラボン類

【 昭和に入ってのしょうゆ粕 】

【 平成のしょうゆ粕 】
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４）製紙への活用
　＜環境経営報告書2005・10頁「しょうゆ製造副産物の

有効利用例」参照＞

５）畜産飼料の拡大

● 「名刺」「封筒」利用

【 しょうゆ粕製品 】
　キッコーマングループからは、しょうゆ粕飼料「フレッシュ
ミール」が販売されています。これは単なる副産物利用ではな
く、製品としての品質管理が行われているものです。

（１）標準給与量【1袋（20kg）の目安】

（２）他の飼料への添加
　デントコーン（トウモロコシ飼料）、グラス（牧草飼料）、サイ
レージ（青刈り飼料をサイロなどに詰め、乳酸発酵させた飼
料）への添加も有効です。それぞれ1tに対してフレッシュミー
ル3～4袋を加えることで品質、歩留り、栄養価が高まり嗜好性
が向上します。

（３）放牧シーズン
　塩分補給をかねた飼料になります。

乳　　牛

肉・乾乳牛

養　　豚

養　　鶏

搾乳量1日25kg以上の牛に2kg

生後6ヶ月以上の牛に0.6kg

養豚飼料の20～30％に代替利用

養鶏飼料の3～7％に代替利用

1日：

1日：

1日：

1日：

10頭分

33頭分

33頭分

2,500羽分

　しょうゆ粕に多く含有される粗繊維は、紙、植木鉢などの原
料に利用できます。製紙への活用に関しては、北越製紙と協
力して、和紙の風格を持ち、環境にやさしい紙作りに成果を上
げています。

（１）ドライミール製造乾燥設備の導入
＜社会・環境報告書2007・32頁「しょうゆ粕の活用用途の
　拡大」参照＞

　配合飼料の製造過程で、水分量の多い原料を他の原料と混
ぜようとすると塊が生まれ、十分に混合できない障害がおこり
ます。もろみを圧縮した後に残るしょうゆ粕は、昔から安全な
飼料として畜産全般に使われてきましたが、通常30％程度の
水分を含むため配合飼料の製造ラインには乗せられず、供給
先は、しょうゆ粕をそのまま利用する畜産農家に限られていま
した。
　しょうゆ粕から水分量を減らすことができれば、配合飼料製
造企業の原料として供給できることになり、しょうゆ粕の用途
は拡大します。そこで、2006年度、キッコーマンは、ドライ
ヤー、クーラー、ストックタンクから構成されるしょうゆ粕乾燥
設備を新設し、含有水分を約11％に減らしたしょうゆ粕乾燥
品（商品名・ドライミール）を供給できる体制を整え、しょうゆ
粕の用途拡大を可能にしました。

（２）フレッシュミール袋詰め設備の増設
＜社会・環境報告書2008・36頁「しょうゆ粕の100％飼料化へ
　大きく前進」参照＞

　キッコーマンは、しょうゆ粕の飼料活用を食品リサイクルの
有効な手段の一つとして積極的に進めています。近来、乾燥さ
せたしょうゆ粕（ドライミール）を配合飼料の原料として飼料
会社に供給することが可能となり、販路を拡大しました。そこ
で、2007年度は、安全で栄養価の高い飼料として昔から畜産
農家で利用されてきたしょうゆ粕（フレッシュミール）への対
応も強化するため、各工場にしょうゆ粕を紙袋に充填する設
備を整えて、小口ロットの販路拡大体制も整備しました。 

（３）しょうゆ粕の飼料化100％達成
＜社会・環境報告書2009・42頁「しょうゆ粕の飼料化100％
　達成」参照＞

　2008年度、キッコーマン食品野田工場、高砂工場および北
海道キッコーマンから22,250tのしょうゆ粕が産出されました
が、その99.2％が飼料として活用されました。（残りの0.8％
分、178tは、研究用などに使用されたものです。）2004年度の
しょうゆ粕利用法は、ボイラー、炭化、飼料それぞれ3分の1ず
つでしたので、飼料化が急速に進んだことになります。

　これは、グループの目標として飼料化に取り組んだ成果で、
飼料化促進のための新規設備導入が進められたこと
乳牛農家から飼料会社、肉牛農家、養豚農家などへ販路が
拡大されたこと

などが大きな理由になっています。

　キッコーマンは2006～2007年度、（独）農研機構・畜産草地
研究所としょうゆ粕飼料の高エネルギー含有量、抗酸化物質
含有特性の共同研究を行い、その成果を「酪農ジャーナル」
2008年8月号で発表しました。
　その結果、これまでしょうゆ粕に含まれる塩分やイソフラボ
ン量で制限されていた乳牛に対する供与推奨量（原物で2kg/
頭/日）を2倍に引き上げ（原物で4kg/頭/日）ても、乳成分に変
動が見られなかった（その分高エネルギー、高たんぱくが享
受できた）ことが判明しました。

　「しょうゆ粕は大変有用で、かつ活用の拡大が望まれる飼料
資源であると考える。トウモロコシ価格や大豆価格が高騰し、
家畜の飼料代が畜産農家の経営を圧迫している現在、利用可
能な国内の食品産業副産物を上手に取り込むことが、畜産経
営を安定化させる重要なポイントになる。ただその際に、産
出側から「廃棄物」として引き取るのでは、取引することが「安
全」で「安心」な飼料の入手と「安全・安心」な畜産物の生産、
ならびに畜産側と産出する食品産業側双方にとっての持続的
社会形成に向けての「安定」的関係の構築に不可欠である。その
意味でも「しょうゆ粕」は十分対応可能な飼料資源だと考える。」

キッコーマングループ 環境保全活動事例集

廃棄物・副産物の削減と再生利用Ⅲ
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● しょうゆ粕飼料化の推移（国内しょうゆ製造工場）
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0
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（トン） 炭化ボイラー飼育 その他

● しょうゆ粕乾燥設備

● フレッシュミール袋詰め設備

【 しょうゆ粕飼料の含有特性研究 】

【 発表された研究成果のまとめ部分 】

　しょうゆ粕に多く含有される粗繊維は、紙、植木鉢などの原
料に利用できます。製紙への活用に関しては、北越製紙と協
力して、和紙の風格を持ち、環境にやさしい紙作りに成果を上
げています。

（１）ドライミール製造乾燥設備の導入
＜社会・環境報告書2007・32頁「しょうゆ粕の活用用途の
　拡大」参照＞

　配合飼料の製造過程で、水分量の多い原料を他の原料と混
ぜようとすると塊が生まれ、十分に混合できない障害がおこり
ます。もろみを圧縮した後に残るしょうゆ粕は、昔から安全な
飼料として畜産全般に使われてきましたが、通常30％程度の
水分を含むため配合飼料の製造ラインには乗せられず、供給
先は、しょうゆ粕をそのまま利用する畜産農家に限られていま
した。
　しょうゆ粕から水分量を減らすことができれば、配合飼料製
造企業の原料として供給できることになり、しょうゆ粕の用途
は拡大します。そこで、2006年度、キッコーマンは、ドライ
ヤー、クーラー、ストックタンクから構成されるしょうゆ粕乾燥
設備を新設し、含有水分を約11％に減らしたしょうゆ粕乾燥
品（商品名・ドライミール）を供給できる体制を整え、しょうゆ
粕の用途拡大を可能にしました。

（２）フレッシュミール袋詰め設備の増設
＜社会・環境報告書2008・36頁「しょうゆ粕の100％飼料化へ
　大きく前進」参照＞

　キッコーマンは、しょうゆ粕の飼料活用を食品リサイクルの
有効な手段の一つとして積極的に進めています。近来、乾燥さ
せたしょうゆ粕（ドライミール）を配合飼料の原料として飼料
会社に供給することが可能となり、販路を拡大しました。そこ
で、2007年度は、安全で栄養価の高い飼料として昔から畜産
農家で利用されてきたしょうゆ粕（フレッシュミール）への対
応も強化するため、各工場にしょうゆ粕を紙袋に充填する設
備を整えて、小口ロットの販路拡大体制も整備しました。 

（３）しょうゆ粕の飼料化100％達成
＜社会・環境報告書2009・42頁「しょうゆ粕の飼料化100％
　達成」参照＞

　2008年度、キッコーマン食品野田工場、高砂工場および北
海道キッコーマンから22,250tのしょうゆ粕が産出されました
が、その99.2％が飼料として活用されました。（残りの0.8％
分、178tは、研究用などに使用されたものです。）2004年度の
しょうゆ粕利用法は、ボイラー、炭化、飼料それぞれ3分の1ず
つでしたので、飼料化が急速に進んだことになります。

　これは、グループの目標として飼料化に取り組んだ成果で、
飼料化促進のための新規設備導入が進められたこと
乳牛農家から飼料会社、肉牛農家、養豚農家などへ販路が
拡大されたこと

などが大きな理由になっています。

　キッコーマンは2006～2007年度、（独）農研機構・畜産草地
研究所としょうゆ粕飼料の高エネルギー含有量、抗酸化物質
含有特性の共同研究を行い、その成果を「酪農ジャーナル」
2008年8月号で発表しました。
　その結果、これまでしょうゆ粕に含まれる塩分やイソフラボ
ン量で制限されていた乳牛に対する供与推奨量（原物で2kg/
頭/日）を2倍に引き上げ（原物で4kg/頭/日）ても、乳成分に変
動が見られなかった（その分高エネルギー、高たんぱくが享
受できた）ことが判明しました。

　「しょうゆ粕は大変有用で、かつ活用の拡大が望まれる飼料
資源であると考える。トウモロコシ価格や大豆価格が高騰し、
家畜の飼料代が畜産農家の経営を圧迫している現在、利用可
能な国内の食品産業副産物を上手に取り込むことが、畜産経
営を安定化させる重要なポイントになる。ただその際に、産
出側から「廃棄物」として引き取るのでは、取引することが「安
全」で「安心」な飼料の入手と「安全・安心」な畜産物の生産、
ならびに畜産側と産出する食品産業側双方にとっての持続的
社会形成に向けての「安定」的関係の構築に不可欠である。その
意味でも「しょうゆ粕」は十分対応可能な飼料資源だと考える。」

○
○

キッコーマングループ 環境保全活動事例集
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１）しょうゆ油の歩み
　＜2007年度記載＞

３．しょうゆ油の利用

【 しょうゆ油とは 】

【 江戸時代のしょうゆ油 】

【 明治期のしょうゆ油 】

　しょうゆ油は、しょうゆの原料となる丸大豆に含まれる多量
の油脂が、もろみ圧搾後に誕生する生揚げしょうゆ（もろみを
圧搾して得られたままの液体）の上に、油として浮んでくるもの
です。＜Ⅲ-2-1）図・しょうゆの製造工程と環境保全・参照＞
　しかし、成分は大豆油とは少し異なります。脂肪酸組成はリ
ノール酸、オレイン酸が主体となり大豆油に近いのですが、油
脂組成については、大豆油はトリグリセリドが主体であるのに
対し、醸造過程を経たしょうゆ油では、遊離脂肪酸が15％、脂
肪酸エチルエステルが59％となっています。

　いつごろからしょうゆ油を有効に活用しようとしはじめたの
かは定かではありませんが、千葉県野田では、天保7年（1836
年）にしょうゆ粕からしょうゆ油を抽出する「醤油粕御試油製
法所」が設立されています。
　そこでの工程は、しょうゆ粕を約45cm四方、深さ約15cmの
竹の簀（すのこ）に入れて江戸川で洗い晒して、畳1枚位の簀
に移して水切りをした後、さらに筵（むしろ）に広げて乾燥さ
せ、そして、ジガラと呼ばれる絞器に入れて大きな杵で油をた
たき出す、と言う手間のかかるものでした。取り出された油は
燈油として売り出され、夜目に女性を美しく見せる、と珍重が
られたと言われています。
　しょうゆ油の燈油利用は一時大変に盛んになり、製法所も
活況を見せたのですが、明治初年ごろからは石油に押される
ようになり、明治19年（1886年）、採算割れとなった製法所は
閉鎖に追い込まれました。その後、しょうゆ油の再生利用は暫
く忘れられていました。

　明治30年（1897年）ごろには、東京の鉄工所で機械油とし
てしょうゆ油を利用できないか、とする動きがありました。臭
気が強く使用に耐えられなかったようですが、菜種油に比べ
て刃物の切れは損なわれない、と言う利点はあったと言われ
ます。
　やがて、しょうゆ製造の効率化を求めて圧搾改良が熱心に
行われるようになり、しょうゆ油の収量が増えてきました。特
に、明治37年（1904年）には野田式水圧機が考案され、製造
過程での圧搾力が著しく高まりました。しかし、しょうゆ油の利
用法開発は進展せず、一部を魚油に加えて燈油として利用し
たり、雨天時に燃やして樽の乾燥に利用したりはしましたが、
ほとんどは廃棄されていました。
　日露戦争(1904～1905年)後、アメリカから戻ってきた技術
者がしょうゆ油を石鹸の原料として初めて利用し、新しい用途
を開きました。

　大正に入ると、しょうゆ油活用の研究が熱心に進められる
ようになりました。
　大正3年（1914年）には、炒ったしょうゆ粕からしょうゆ油を
圧搾する技術が開発され、機械油、石鹸原料としての用途が
有望視されてきました。同時に、ドイツでも「植物性揮発油の
原料となりうる」と言う可能性も指摘され、事業化の希望が膨
らみました。そこで、大正4年(1915年)には東京に久保精科製
油工場が設立され、さらに大正8年（1919年）には野田にも輸
出会社が設立され、しょうゆ油としょうゆ粕の輸出がおこなわ
れるようになりました。
　しかし、当時は、第一次世界大戦中(1914～1918年)で世界
経済が不安定な状態にあり、輸出事業は困難を極めました。
そのため、幾多の変遷の後に輸出事業はキッコーマンに引き
取られ、3ｹ月に一度しょうゆ油が輸出されるようになったので
すが、採算が合わず、大正12年（1923年）事業は閉鎖されまし
た。
　それでも、この経験はしょうゆ油の商品価値を認めさせる
のに大きな力となりました。圧搾技術の向上に合わせるよう
に、大正14年（1925年）、しょうゆ油の自然分離法が採用さ
れ、石鹸原料、工業での切削油として市場拡大が進みました。

　第二次世界大戦（1939～1945年)前後の原料難時代にしょ
うゆ原料は丸大豆から脱脂大豆に切り替えられ、戦後復興期
でも暫くその状態が続きましたので、長い間しょうゆ油の生産
は減少していました。やがて平成2年（1990年）「特選丸大豆
しょうゆ」が発売されると、しょうゆ油の生産は増加し、機械
油、石鹸原料、塗料原料として使用される他、平成6年（1994
年)には工場でのボイラー燃料としての使用も開始されまし
た。＜Ⅲ-3-3）参照＞
　平成9年（1997年）からは、養殖魚用の飼料として、それまで
活用されていた「いわし油」の代わりにも利用されるようにな
り、新しい用途が開けました。＜Ⅲ-3-2）参照＞この成果は、製
造副産物（しょうゆ油）を食物連鎖に組み入れた環境配慮の
技術として「2003年度経済産業省産業技術環境局長賞」受賞
に結びつきました。

【 大正期のしょうゆ油 】

【 戦後から平成にかけてのしょうゆ油 】

キッコーマングループ 環境保全活動事例集

廃棄物・副産物の削減と再生利用Ⅲ

34



２）養殖魚用飼料への活用
　＜環境経営報告書2004・13頁「醸造副産物「しょうゆ油」

の養殖魚用飼料への活用」参照＞

３）燃料への活用
　＜環境経営報告書2004・13頁「醸造副産物「しょうゆ油」

の養殖魚用飼料への活用」参照＞

１）抗アレルギー作用の活用
　＜環境経営報告書2004・13頁「トマト製品の未利用資源

から花粉対策健康食品を開発」参照＞

４．トマトの果皮の利用

　しょうゆ油は、抗菌活性や酸化抑制作用に優れた特性を持
つことが知られていました。キッコーマンは、このしょうゆ油の
特性を養殖魚用の飼料に活用できないものかと考えて開発
を進めていましたが、1997年に商品化に成功しました。（この
技術は、醸造副産物を食物連鎖の中に巧みに組み入れた優
れた資源循環技術として、2003年度経済産業省産業技術環
境局長賞を受賞しました。）
　開発の経緯は、藤井則和『しょうゆ醸造副産物（しょうゆ油）
の養殖魚用飼料への利用開発』、政策総合研究所刊「日本の
先端技術」p78～79、2004年11月号をご参照ください。

　しょうゆ油の高エネルギー含有の特長を生かして、1994年
からボイラーの燃料として活用することが試みられていまし
た。しょうゆ油を燃料として活用することは、化石燃料使用を
削減するばかりか、植物性燃料として、大気のCO2を増やさな
い効果があります。

　トマトジュースなどトマトを原料とした製品の製造過程に
おいて、トマトの果皮は除去され牛の飼料などに転用されて
いました。しかし、キッコーマンと日本デルモンテは、トマトの
果皮に含まれる機能性成分に早くから着目して研究を進めて
きたところ、そこには強い抗アレルギー活性があることを突き
止め、2002年の薬学学会に発表しました。そして、未病医学研
究センターとの共同研究により、その抗アレルギー活性が花
粉症緩和に役立つことを確認し、2002年11月にニュースリ
リースを各報道機関に発信しました。内容は下記をご参照く
ださい。
『キッコーマンニュースリリース　No.02040』
 http://www.kikkoman.co.jp/news/02040.html
 
　その後、製品化のための努力が重ねられ、現在「トマトのち
から」と言う商品が発売されています。研究成果、商品内容な
どの詳しいことはこちらをご覧下さい。

『キッコーマン通信販売 ＞ 健康食品』 
http://www.kikkoman-shop.com/health/index.html
『研究開発への取り組み＞ 研究開発のご紹介 ＞ ポリフェノール 
＞トマト果皮ポリフェノール（ナリンゲニンカルコン）』 
http://www.kikkoman.co.jp/corporate/life/research/about
/polyphenol/tomato.html
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１）抗酸化作用の活用
　＜環境経営報告書2004・13頁「ワイン製造過程の未利用

資源から抗酸化食品を開発」参照＞

１）商品化
　＜社会・環境報告書2006・32頁「日本デルモンテ岩手工場

における植物性残さのリサイクル」参照＞

５．ブドウの種子の利用 ６．リンゴ等残さの利用

　「フレンチ・パラドクス」と言う言葉があります。「動物性脂肪
分の多いコッテリとした食事を常とするフランス人の間で、動
脈硬化による心臓病の死亡率が意外に少ない」という統計上
の事実を指して言う言葉ですが、その理由のひとつに挙げら
れているのが「食事時に飲まれるワインに含まれるポリフェ
ノール（主成分はプロアントシアニジン）の高い抗酸化力」で
す。フランスではプロアントシアニジンを薬剤として分類し、古
くから心臓の薬に使っているほどでした。
　キッコーマンでは、プロアントシアニジンが強い抗酸化力、
活性酸素消去力を持つことを解明していましたが、これを実
用化するため、プロアントシアニジンの製造法の検討に着手
し、マンズワインとの共同により、ブドウの種子からプロアント
シアニジンを効果的に抽出する独自の手法の開発に成功しま
した。（この開発成果により、1999年度の日本農芸化学会技術
賞を受賞しました。）それまでは、ワイン製造過程で排出され
るブドウの種子は、皮、茎などと一緒に肥料として活用される
のが精一杯の再生利用法でしたが、この技術開発により、健
康食材の有力な原材料に変化することになりました。

　ブドウの種子ポリフェノール（プロアントシアニジン）の生
理作用データ、それを利用したキッコーマン商品などの詳細
については以下をご参照ください。

『キッコーマン通信販売 ＞ 健康食品』
 http://www.kikkoman-shop.com/health/index.html
『研究開発への取り組み ＞ 研究開発のご紹介 ＞ポリフェノール 
＞ ブドウ種子エキス（プロアントシアニジン）』 
http://www.kikkoman.co.jp/corporate/life/research/about
/polyphenol/grape.html

　主にトマト・リンゴ・ニンジン等の濃縮ジュースなどを製造
している日本デルモンテ岩手工場では、多くの植物性廃棄物
が排出されています。その中には、果肉質が多く残り、裏ごし
処理や乾燥処理などの工夫をすれば再生利用できる可能性
が高いものがたくさん含まれています。

　2004年度には、それまで懸案事項となっていたリンゴパル
プ製造時に発生する裏ごし粕の乾燥化に成功し、残さを家畜
用飼料、乾燥飼料などに活用する道が開けました。
　2005年度には1,832tの植物性廃棄物を排出しましたが、そ
の中に含まれていた植物性残さ1,536tを製品原料や家畜飼
料の形で再生活用することができました。具体的には、793tを
リンゴジュース搾汁繊維「リンゴパルプ」として商品化し、257t
を家畜用生飼料に、486tを家畜用乾燥飼料に転用しました。
これにより植物性廃棄物の84％削減を実現し、また、工場収
益にも大きな成果をあげることができました。

● 日本デルモンテ岩手工場

● 植物性残さ（そのまま家畜飼料向けになる）

● 商品化されたリンゴ搾汁繊維
　（左側がリンゴ搾汁粕、右側が商品化されたリンゴパルプ）

○
○

○
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＜社会・環境報告書2007・32頁「原料くずと飲料製造抽出
残さのリサイクル」参照＞

＜社会・環境報告書2009・42頁「植物残さの活用」参照＞

＜2013年度記載＞

１）おからパウダー
　＜社会・環境報告書2007・32頁「フードケミファにおける

おからのリサイクル」参照＞

８．おからの利用

７．リサイクル・ループの構築

　2007年10月、日本デルモンテ岩手工場は日本デルモンテ100％
出資で分社化され、東北デルモンテ（株）と名を変えています。
　東北デルモンテでは、2008年度は、1,138tの植物性残さを
排出しましたが、リンゴジュース搾汁繊維681tを商品化に、リ
ンゴ、ニンジン、トマトの搾汁繊維358tを家畜の飼料にし、
1,039t（91.3％）を有効活用しました。

　2012年度、日本デルモンテの廃棄物・副産物の再生利用
は、事務系廃棄物（0.3%）を除き、全て再生利用されました。
特に、リンゴ搾汁粕(190t)、トマト搾汁粕（128t）は、飼料とし
て100%再生利用されました。

　キッコーマングループは、資源循環型社会のリサイクル・
ループ実現を目指して、福島県富岡町が進めている「バイオマ
スタウン構想」に賛同し、「キッコーマングループの植物性残
さから生産した良質な堆肥を地元農家に供給し、そこで生産
された米を購入する」と言うリサイクル・ループ構築の取り組
みを2003年より行いました。

　富岡町は、福島県浜通り地方のほぼ中央、東京から特急で
約2時間半の距離に位置する、人口約16,000人の町です。町
の総生産（2001年度）は1,089億円。その中で、農業を中心と
した第一次産業の比率は1.1％（12億円）に止まり、農業に従
事する人口の減少も著しく、1970年から2000年までの30年
間で5分の1に減少しています。
　しかし、富岡町は「農業は産業の中心であり、水稲が基幹産
物である」と考え、良質米の生産に努めています。特に、有機
栽培の推進による安全でおいしい米作りの確立と、施設園芸
栽培を導入しての通年出荷体制の整備とに力を注いでいます。
　「バイオマスタウン構想」は、そうした施策の一環として進
められ、
化学肥料を抑制し堆肥を活用した「特別栽培」を目指す
町内で発生するバイオマス資源から堆肥を生産することで、
農業を活性化させ、環境と共生する町づくりを実現させる

とするものです。

【 リサイクル・ループ 】

【 富岡町のバイオマスタウン構想 】

　キッコーマングループは、富岡町にバイオマス肥料を供給
し、それによって生産された米を購入することでリサイクル・
ループを構築し、資源循環型社会の実現を目指しました。
－バイオマス肥料の供給－
キッコーマンは、しょうゆの原料として購入している小麦、
大豆に許容範囲内（1％程度）で含まれている原料くず（小
麦籾殻、大豆の皮、小麦・大豆の茎）を生産前処理で選別し、
植物残さとして専門業者の手で肥料化させ、富岡町の農家
に供給しています。
日本デルモンテは、飲料製造過程で排出されるトマト、オ
レンジなどの絞りかすを植物性残さとして専門業者の手で
肥料化させ、富岡町の農家に供給しています。

－特別栽培米の購入・活用－
キッコーマングループ傘下のお惣菜販売店が富岡町で生
産した米を購入して店舗販売の弁当に活用しました。
（注）お惣菜販売店は、2010年7月、キッコーマングループ

から移籍しました。

　フードケミファでは、大豆の豆臭を抑えた豆乳を製造、販売
をしています。
　豆乳は丸大豆をゆで、砕き、絞って製造されますが、排出さ
れる絞り粕・生おからには、製造過程で重量の85％に及ぶ水
分が吸収されており、排出物・生おからの重量は、原料として
利用した丸大豆の重量を10％も上回っています。これをその
まま廃棄処分にするのは、資源再利用の面でのムダばかりで
なく、水分を廃棄するにも等しい廃棄行為は、廃棄費用の著し
いムダともなります。
　そこで、フードケミファ岐阜工場では、豆乳圧搾直後に排出
される生おからを熱いままの状態で乾燥機に運び、中に含ま
れる水分を10％まで乾燥させてパウダー化し、食品原料や飼
料、肥料として商品化しました。食品原料では、大豆の健康効
能を保持したおからパウダーとして、揚げ物用ころもやふりか
け、シリアルなどにも利用されています。
　現在、排出される生おか
らの55％がパウダー化し
たおからとして活用されて
いますが、まだ残りの45％
は外部業者に処理を依頼
しています。近い将来、乾
燥能力を向上させパウ
ダー化100％を実現させる
予定です。

● 乾燥後に袋詰めされる
     おからパウダー

【 キッコーマングループの参加 】
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２）海藻肥料
　＜社会･環境報告書2010・WEB版26頁「海藻残さの

活用」参照＞

１）葉面散布液
　＜社会･環境報告書2010・WEB版26頁「海藻残さの

活用」参照＞

２）バッファタンクの導入
　＜社会・環境報告書2008・36頁「生おからの有効活用を

さらに推進」参照＞

９．海藻残さの活用

　フードケミファ岐阜工場では、3つの豆乳製造ラインから排
出される生おからを、3基の乾燥機で乾燥してパウダー化して
います。しかし、乾燥機3基の処理能力がそれぞれ異なるた
め、各製造ラインでの稼動開始や終了時、原料となる大豆の
品種切り替え時、あるいは乾燥機のトラブル発生時などに、臨
機に乾燥機を使いまわすことが難しく、製造ラインから排出さ
れる全ての生おからを乾燥機に送り込むことができない状況
が生まれていました。乾燥機に送り込めない生おからは廃棄
処分をせざるを得ず、一部は排水処理システムに送られるこ
ともありました。
　そこで、2008年1月、廃棄処分となる生おからを一時的に蓄
え、乾燥機の能力に余裕が生じた時に送り込む設備（バッファ
タンク）を導入し、生おからの100％再生利用に向けて態勢を
整備しました。

● バッファタンク増設フロー

乾燥機Ｂ

乾燥機Ｃ

バッファタンク

生オカラＡ 乾燥機Ａ

生オカラＢ 乾燥機Ｂ

生オカラＣ 乾燥機Ｃ

● バッファタンク

　抽出技術を核に、高粘度精製、発酵技術を駆使するフード
ケミファは、鴨川工場で褐藻類（昆布など）からアルギン酸
（ファインケミカルの素材として食品をはじめ、化粧品、医薬品
といったさまざまな分野に活用）を抽出しています。
　その際、海藻を洗浄する工程で排出される液には、カリウム
や植物の生育に必要なミネラルが豊富に含まれています。こ
れを適切な時期に農作物に散布すると、作物の日持ちが良く
なるとともに、野菜の糖度が増しますので、洗浄液を葉面散布
液として再生利用をしています。

　フードケミファ鴨川工場のアルギン酸製造過程で排出する
抽出ろ過残さには、ろ過助剤の珪藻土や海藻固形分が多く含
まれていますので、昔から畑の土つくりによく利用されてきま
した。そうした特性を活かし、ろ過残さに米ぬかや大豆カス、
木灰、などの有機物を混ぜ合わせて微生物で発酵させて、肥
料や土地改良用として再生利用しています。

● 海藻肥料製品
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＜社会環境報告書2013WEB版14頁「海藻残さの再生
利用」参照＞

２）水田肥料として活用
　＜社会・環境報告書2010・WEB版26頁「汚泥を肥料

として活用」参照＞

＜社会環境報告書2011・WEB版18頁「排水処理汚泥残さ
への活用」参照＞

１）排水汚泥の有機肥料化
　＜社会・環境報告書2010・WEB版26頁「汚泥を肥料

として活用」参照＞

１０．排水処理汚泥を肥料に

１１．排水処理汚泥残さのスラグへの活用

　キッコーマン食品の野田工場と流山キッコーマンでは、発
生する排水汚泥の100％を処理業者の手で有機肥料化させ、
イチゴ農家やナシ農家に提供しています。250アールの栽培
面積を持つナシ農園で肥料散布を行なったところ、チッ素、リ
ンの成分が多く、栽培に非常に適していると評価されました。

● ナシ農家の汚泥肥料散布

● 道路整備用の再生スラグ

　日本デルモンテ福島工場では、工場で発生する排水汚泥を
バイオマスタウン構想に取り組んでいる福島県富岡町に提供
しています。富岡町の米生産農家の手元で水田肥料としてお
いしいお米を育てる手助けとなり、食品リサイクルのために役
立っています。＜Ⅲ－７参照＞

　フードケミファ鴨川工場では、2009年度、約3,400tの排水
汚泥残さを排出しましたが、この内再生利用されたものは土
地改良剤としての約1.3%に過ぎず、残りは埋め立て処分とし
ていました。
　2010年度は、外部のリサイクル処理施設を利用して、排水
汚泥残さを圧縮加熱してスラグ化し、主に道路整備用として
利用するプロセスが組み上がり、排水汚泥残さ総排出量（約
3,400t）の約24%を再生利用しました。

　2012年度は、工場の排水処理設備の前に残さ回収設備を
新設し、肥料原料としての海藻残さを更に効率的に取り出す
ことが出来るようになりました。この残さは近くで稼働中の肥
料製造施設の嶺岡工場で乾燥･発酵され、肥料製品として出
荷されています。
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＜社会環境報告書2013・WEB版14頁「使用済み珪藻土の飼
料化（KFI）」参照＞

１３．使用済み珪藻土の飼料化

＜2013年度記載＞

１４．小袋充填効率向上で廃棄物削減

● 小袋充填装置

　マンズワインは、ワインやブランデーなどを輸入する際に
利用するワンウェイ容器（プラスチック製ドラム缶・容量約200ℓ)
は、内容物を貯酒タンクに移した後細かく裁断するなどして廃
棄処理していました。しかし、丈夫で大きいという特長を活か
して、一般家庭用雨水貯留タンクにして再利用する取り組みを
山梨環境カウンセラー協会と共に進めたところ、2010年度は
37本が再利用されました。廃棄物再生利用のみならず、水資
源の有効活用につながると好評を得ています。

　生しょうゆをろ過する時には、ろ過助剤として珪藻土を使用
しています。アメリカKFIのウイスコンシン工場では、しょうゆ
成分がしみ込んだ使用済み珪藻土を、近くの農家が毎週9t、
カバー付き台車で引き取りに来ます。農家は通常の飼料に使
用済み珪藻土を補助食として混合し、再生利用しています。

＜社会環境報告書2011・WEB版18頁「酒類輸入容器の再生
利用」参照＞

１２．酒類輸入容器の再生利用

● ワンウェイ容器の再利用

　宝醤油の銚子工場で発生する廃棄物の60～80％は、小袋
詰め始めの調整段階に生まれる不適合品です。2011年度よ
り、製品の充填条件について研究を進め、2012年度、小袋
シール時での工程に改良を加えて、不適合品の削減ができま
した。並行して他の職場の廃棄物も少なくなり、2012年度は、
工場全体で前年度比約81％となりました。
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　キッコーマングループにおける製造原価の中で、容器包装
に関するコストは大きなウェイトを占めています。また、品質
管理、環境対応の面でも、容器包装が果たすべき役割は大き
なものがあります。
　キッコーマングループでは、常務執行役員を委員長とし、生
産、設備、物流、開発、購買、環境などの関連部門の責任者を
委員とする「容器包装委員会」が、容器包装に関わる諸問題の
検討、解決、指導にあたっています。特に環境に関わる部分に
関しては以下の項目について調査を進め、できるだけ環境に
やさしい容器包装の選定に努めています。
○ 包材料の適正化＝過剰包装度など
○ 収集／運搬への配慮＝減容性など
○ 易焼却性＝燃焼カロリー、有害物など
○ 埋立適正＝分解／崩壊性など
○ リサイクル性＝反復利用性／素材再生性など
○ 適正表示＝環境保護の呼びかけ／注意事項など

１．容器包装委員会 ２．容器包装に関する指針

　キッコーマングループは、地球環境への負荷が少なく、お客様にとって安全で使いやすく、
製造・輸送・保管・販売に適した容器包装の調達、開発、商品化を行う。

１．容器包装の減量化に努める。
２．リターナブル容器包装の導入、使用に努める。
３．分別や再利用しやすい形状設計および材質を検討してその実用化に努めると共に、
　  各国法令等を順守し、再商品化を促進する。
４．持続可能な資源の利用に努める。
５．環境に配慮する企業からの調達を推進する。
６．人体に安全な材質・形状の資材を使用する。
７．お客様の要望、購入・使用状況を反映した容器包装の開発に努める。
８．多様なお客様にも使いやすいユニバーサルデザインを考慮した容器包装の開発に努める。

容器包装に関する指針

＜環境経営報告書2005・7頁「環境保全を推進する委員会」
参照＞

＜社会・環境報告書2008・35頁「2007年度の結果総括」
参照＞

　2008年3月、キッコーマングループは、従来からの容器包装
に関する取組みを「容器包装に関する指針」として明文化し、
お客様の利便性と安全性を高め、減量化、再生利用など環境
負荷低減を目指す姿勢を明確に発信できるようにしました。
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　「樽からびんへ」としょうゆ容器の変遷をリードしてきたキッ
コーマンは、新卓上びんなどのヒット商品を開発する傍ら、容
器の更なる軽量化を目指して「びんから樹脂へ」の変遷にも
主導的な役割を果たしてきました。

　軽量かつ小型で回収を必要としないワンウェイ容器を目指
して、まず「紙」に着目。1963年、スウェーデンから導入した技
術をもとに三角型紙パックを検討しましたが、含まれる塩分
の浸透力が強いしょうゆでは、紙の接着部分から漏れるケー
スを解消しきれませんでした。

　そこで、容器素材の開発対象を透明樹脂PVC（ポリビニー
ルクロライド）に切り替えて研究を重ね、1965年4月に「キッ
コーマン中濃ソース300mℓ」を、9月には500mℓしょうゆを
それぞれPVC容器に入れ「マンパック」の名称で発売するにい
たりました。
　「マンパック」の導入で、お客様1回あたりの購入量は減るこ
とになった（2.0ℓや1.8ℓから500mℓへ）のですが、
開栓後の保存期間が短縮されたことで、常に美味しいしょ
うゆを使っていただけた
台所、食卓いずれでも気軽に使っていただけた
小型、軽量、回収なしの特徴が、販売店の労力を省く役割
を果たした
当時成長期であったスーパーでの取り扱いがより容易に
なった
生産段階で、容器、包装、運送、容器回収のコストが大幅に
削減された

などのメリットが、生産から消費にいたる各段階で認められ、
お客様をはじめとする関係各位の大きなご支持を得ることが
できました。（1966年2月には、マンパックシリーズは工業技
術院長賞を受賞しました。）

　しかし、1970年代に入り、PVC容器の安全性に対する論
議が高まってきました。直ちにキッコーマンは、PVCに代わ
る容器素材の開発研究に取り掛かかったのですが、透明度
や成型面で解決すべき課題が多く、PET（ポリエチレンテレ
フタレート）の活用に具体的なめどが立ったのは1976年に
なってのことでした。PETは、衝撃に強い、透明度が高い、酸
素の遮断力が強い（製品劣化を防ぐ）、完全燃焼させると炭
酸ガスと水になる（有毒ガスを発生させない）、などの優れ
た特徴を持つ容器素材でしたが、大型のPETボトルの成型
が難しいという問題を抱えていました。当社は、樹脂成型
メーカーの協力を得て、1977年2月に、しょうゆ500mℓマン
パック容器のPET化に成功、翌年の4月には1ℓマンパックも

３．容器・包装の歩み

【 紙製容器を検討 】

【 透明樹脂PVC容器の開発 】

【 PET容器の開発 】

○

○
○

○

○

２）リターナブル容器（1918年）
　＜環境経営報告書2004・15頁「グリーン製品供給事例」

参照＞

１）PETボトル（ペットボトル）の導入
　＜2006年度記載＞

PET化しました。このPET容器の採用は食品業界初のことであ
り、以後食品メーカーのPET容器採用が相次ぎました。

　使用済み容器を回収して再利用するリターナブル容器は、
回収して再生産するリサイクル容器よりは環境に優しいもの
と言えます。昔懐かしい1.8ℓびん（1升びん）はリターナブル
容器の典型的な例で、1918年導入以来、今でも、業務用、加工
用を中心に、100％リターナブル容器として活躍しています。
　（1925年から1994年の間は、2.0ℓびんもありました。また、
1984年に登場した焼酎トライアングルびんも、リターナブル
容器でした。）
（注）トライアングルは、2006年4月にサッポロビール株式会
社に移管されました。
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３）詰め替え用小型容器（1961年）
　＜2006年度記載＞

● 赤いキャップがトレードマークの卓上しょうゆびん（左）
　 丸大豆しょうゆの鶴首びん（右）

● エコキャップ（左）
　 ボトルに貼られているエコキャップの説明ラベル（右）

　1961年、しょうゆを手軽に卓上で使えるように、150mℓ小
型容器を市場導入。この容器は、詰め替えを可能にする（リ
フィル）容器としてロングセラーを誇り、世界中で2億本を越え
る実績を誇っています。

　PETボトルを分別する時、キャップは外しやすいのですが、
中栓は道具を使用しないと外しにくいため、ボトルと中栓の
分別が困難でした。そこでキッコーマンは、容器メーカーの協
力により、中栓が分別しやすいキャップを開発しました。この
キャップは『エコキャップ』と名付けられ、商標登録（商標登録
番号4319133号）されています。

　大型PETボトルの把手部分は、本体と
別の材質（PP ポリプロピレン）でできて
いるのに外すことが出来ず、リサイクルの
妨げになっていました。キッコーマンは、
本体と同じ材質（PET）の把手を開発し「リ
サイクルしやすい大型PETボトル」を完成
させました。また、ラベルにもはがしやす
い工夫を加えています。
　同様の改良を、しょうゆ用1.8ℓHPにも
採用しました。（2000年）

＊1 「HP」
Handy PET bottleの略

　ラベルの接着層に一部マスキングを施すことで、手でも剥
がすことができる強度に粘着力を弱めました。また、ラベルを
剥がさなかった場合でも、リサイクルの時に使用されるアル
カリで剥がれてしまうのりを採用しました。

　これまでのエコキャップ＜Ⅳ-3-4）参照＞にいたずら防止
機能をつけました。
　使用開始時キャップを開けると、キャップの下についてくる
リングが外れてもとに戻れなくなります。（いたずら防止機能）
　使用後キャップをつけたままひねるように中栓をもぎとる
と、ボトルとキャップ部分が分離できます。（エコ機能）

＊2 「TEMP」
Tamper Evidence（いたずら防止）Man Pack Capの略

４）離脱できるキャップ（エコキャップ）の採用
　（1999年）
　＜環境経営報告書2004・15頁「グリーン製品供給事例」

参照＞

５）みりん用1.8ℓHP＊1の把手をPET化　
　 （1999年）
　＜2006年度記載＞

６）剥離しやすく洗浄しやすいのりを使用
　 したPET用ラベル採用（2000年）
　＜2006年度記載＞

７）離脱できるTEMP＊2エコキャップ（2002年）
　＜2006年度記載＞
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【 消費者への利点 】

　オフセット印刷では、版からブランケット（樹脂またはゴム
製の印刷媒体物）を介して対象物に印刷します。ブランケット
は親水層と親油層からできており、親水層には水を、親油層に
はインクをのせます。そこで親水層に水を使用せずシリコン
層を使うことにより、排水を極力減らした方法を水なし印刷と
いいます。水なし印刷は環境に配慮した印刷方法です。

　従来の18ℓ缶天パット（段ボールのカバー）は、ホットメル
ト（熱を利用した接着剤）で缶に接着していたので、このメル
トを剥がすことができず、メルトに付着した紙粉が厨房に入っ
てしまう可能性がありました。そこでホットメルトの使用をや
め替わりにエコクラフトテープ（粘着させるテープ）を使用す
ることで、18ℓ缶から天パットを剥離しやすくしました。同時
に厨房への紙粉の持ち込みをなくすことができました。なお
エコクラフトテープは紙として回収が可能なため、テープと天
パットは段ボールの回収にそのまま出すことが可能です。

　使用後のPETボトルからキャップを分別しやすくしたTEMP
エコキャップ（いたずら防止機能のあるエコキャップ）の利用
を推進してきましたが、耐熱性が必要な一部の容器には、
種々の理由から使用していませんでした。しかし、充填方法の
改良や信頼性の確認試験を行った結果、2004年度からは、耐
熱性を必要とする減塩しょうゆや本つゆのPETボトルにも
TEMPエコキャップの利用が可能になりました。

○
○
○
○
○
○

○

　料理酒500mℓと1ℓ用は緑に着色したPETボトルを使用し
ていましたが、これを透明なボトルに変更してリサイクルをよ
りしやすくしました。 

　日本デルモンテは、「ホールコーン」「完熟カットトマト」など
のコーンとトマト製品の包材に、スウェーデンのテトラパック
社が開発した「テトラリカルト」を採用しました。
　テトラリカルトは、素材に酸素や光を遮断する多層紙を用
いた方形の紙容器で、安全で扱いやすく、缶詰同様のレトルト
殺菌により常温での長期保存が可能となり賞味期限を長く取
れるものです。缶詰やパウチに代わる容器として開発され、次
のような利点を持ちます。

開封前は、常温での長期保存ができる
紙容器なので軽い
形状が四角なので保管スペースをとらない
ミシン目を利用して手で簡単に開けられる
取り扱い上、怪我などへの安全性が高い
開封後、内容物を欲しいだけ取り出し、残りを容器のまま
冷蔵庫に入れられる
使用後は、サッとつぶしてリサイクルにまわせる

常温陳列ができる
容器が軽く、運搬しやすく、積み易い
全面印刷が可能なので、棚などでのディスプレイ効果が高
められる
缶詰に比べて段積みしやすく、崩れにくい
棚の奥行きも有効活用ができる

○ 紙が主原料（65％）なので環境にやさしい
○ 過剰包装にならないので、ゴミの減量につながる
○ 容易につぶれるので、ゴミが減容できる
○ 紙製容器包装としてリサイクルができる
○ 開封前は、冷蔵のためのエネルギーを必要としない

　キッコーマンは、2009年2月より、「キッコーマン特選丸大豆
しょうゆ」に750mℓ新PETボトルの使用を開始しました。
これは、
平均的な世帯人数で、1ヶ月程度で使いきれる容量
持ちやすく、安定感があり、冷蔵庫に収納しやすい
ラベル面積を大きくして、必要情報を読みやすく記載
開閉しやすいワンタッチキャップで、リサイクル時の取り外
しが分かりやすく簡単
キャップの注ぎ口は、中栓が外しやすく、注ぎやすく液だれ
しない
温かみを感じさせる丸みを帯びたデザイン

という特徴を組み入れたものです。さらにボトルの形状に工
夫を加えることにより、従来の1ℓPETボトルに比べて表面積
比3.5％軽量化を達成しています。
　キャップは、ボトルと分別しやすいエコキャップですが、さ
らに使いやすく、液汚れや液だれをしないように上蓋、中栓に
工夫を凝らしています。そのため、少量そそぎがスムーズにで
きると共に、汚れる幅･面積が少なくなっています。

　同時に、同様のデザインとキャップを使用した500mℓPET
ボトルも、「キッコーマン特選有機しょうゆ」「キッコーマン丸
大豆うすくちしょうゆ」「キッコーマ
ン丸大豆まろやかしょうゆ」に、使用
が開始されました。この新型ボトル
は従来品に比べて17％の軽量化を
達成しています。従来の500mℓ
PETボトルが開発されたのは1977
年ですので、32年ぶりの形状変更と
なりました。＜Ⅵ-3-１）参照＞

１２）テトラリカルトの採用（2007年）
　＜2008年度記載＞

１１）料理酒ボトルの透明化（2007年）
　＜社会・環境報告書2008・36頁「容器・包装の減量化

を推進」参照＞

８）御用蔵しょうゆ カートン印刷に水なし
　 印刷を使用（2003年）
　＜2006年度記載＞

９）18ℓ缶天パット接着法をホットメルトから
　 エコクラフトテープに変更（2003年）
　＜2006年度記載＞

10）TEMPエコキャップの食品容器への使用
拡大（2004年）

　＜環境経営報告書2005・17頁「TEMPエコキャップの
使用拡大」参照＞
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【 流通業者への利点 】

【 環境保全面での利点 】

○
○
○

○
○

　料理酒500mℓと1ℓ用は緑に着色したPETボトルを使用し
ていましたが、これを透明なボトルに変更してリサイクルをよ
りしやすくしました。 

　日本デルモンテは、「ホールコーン」「完熟カットトマト」など
のコーンとトマト製品の包材に、スウェーデンのテトラパック
社が開発した「テトラリカルト」を採用しました。
　テトラリカルトは、素材に酸素や光を遮断する多層紙を用
いた方形の紙容器で、安全で扱いやすく、缶詰同様のレトルト
殺菌により常温での長期保存が可能となり賞味期限を長く取
れるものです。缶詰やパウチに代わる容器として開発され、次
のような利点を持ちます。

開封前は、常温での長期保存ができる
紙容器なので軽い
形状が四角なので保管スペースをとらない
ミシン目を利用して手で簡単に開けられる
取り扱い上、怪我などへの安全性が高い
開封後、内容物を欲しいだけ取り出し、残りを容器のまま
冷蔵庫に入れられる
使用後は、サッとつぶしてリサイクルにまわせる

常温陳列ができる
容器が軽く、運搬しやすく、積み易い
全面印刷が可能なので、棚などでのディスプレイ効果が高
められる
缶詰に比べて段積みしやすく、崩れにくい
棚の奥行きも有効活用ができる

○ 紙が主原料（65％）なので環境にやさしい
○ 過剰包装にならないので、ゴミの減量につながる
○ 容易につぶれるので、ゴミが減容できる
○ 紙製容器包装としてリサイクルができる
○ 開封前は、冷蔵のためのエネルギーを必要としない

　キッコーマンは、2009年2月より、「キッコーマン特選丸大豆
しょうゆ」に750mℓ新PETボトルの使用を開始しました。
これは、
平均的な世帯人数で、1ヶ月程度で使いきれる容量
持ちやすく、安定感があり、冷蔵庫に収納しやすい
ラベル面積を大きくして、必要情報を読みやすく記載
開閉しやすいワンタッチキャップで、リサイクル時の取り外
しが分かりやすく簡単
キャップの注ぎ口は、中栓が外しやすく、注ぎやすく液だれ
しない
温かみを感じさせる丸みを帯びたデザイン

という特徴を組み入れたものです。さらにボトルの形状に工
夫を加えることにより、従来の1ℓPETボトルに比べて表面積
比3.5％軽量化を達成しています。
　キャップは、ボトルと分別しやすいエコキャップですが、さ
らに使いやすく、液汚れや液だれをしないように上蓋、中栓に
工夫を凝らしています。そのため、少量そそぎがスムーズにで
きると共に、汚れる幅･面積が少なくなっています。

　同時に、同様のデザインとキャップを使用した500mℓPET
ボトルも、「キッコーマン特選有機しょうゆ」「キッコーマン丸
大豆うすくちしょうゆ」「キッコーマ
ン丸大豆まろやかしょうゆ」に、使用
が開始されました。この新型ボトル
は従来品に比べて17％の軽量化を
達成しています。従来の500mℓ
PETボトルが開発されたのは1977
年ですので、32年ぶりの形状変更と
なりました。＜Ⅵ-3-１）参照＞

○
○
○
○

○

○

　キッコーマンしょうゆの750mℓ・500mℓの新容器は、日本
包装技術協会が主催する「2009日本パッケージングコンテス
ト」で食品包装部門賞を受賞しました。
　丸みを帯びた安定感のあるデザイン、使い勝手の良さ、ラ
ベルの視認性、強度を維持しながら軽量化の達成、開けやす
く液汚れしにくいキャップ、分別しやすいドーム状のヒンジタ
イプ、などが、お客様の声を反映していると評価された結果です。

　しょうゆ750mℓ・500mℓ新容器に採用されたエコキャッ
プは、従来のキャップに寄せられたお客様からの声をもとに、
○ 指がかかりやすく開閉しやすいワンタッチ式
○ 抜栓しやすい中栓形状
○ 注ぎやすく汚れにくい口部形状
○ 廃棄時にはボトルから取り外しやすい形状
という特徴を、斬新なデザインで取りまとめたものです。

　これまでの100mℓPETボトルには、キャップにシールを重
ねることでいたずら防止機能を施していましたが、新しい
100mℓPETボトルでは、キャップの
重量を変えることなくキャップ本体に
いたずら防止バンドを新設し、キャッ
プを開けるとバンドをもとの状態に
もどせないようにしました。これによ
りキャップシールを取り付ける工程
が必要なくなりましたので、CO2削減
につながりました。

１３）しょうゆ750mℓ・500mℓ新容器開発
　＜社会・環境報告書2009・42頁「しょうゆ750mℓ・

500mℓ新容器開発」参照＞

＜社会・環境報告書2010・WEB版30頁「750mℓ・500mℓの
新容器が食品包装部門賞受賞（キッコーマン食品）参照＞

１４）新型エコキャップの採用
　＜社会・環境報告書2009・42頁「しょうゆ750mℓ・

500mℓ新容器開発」参照＞

１５）100mℓPETボトルのキャップに
いたずら防止機能新設

　＜2009年度記載＞
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　キッコーマン食品が2010年9
月に発売した「しぼりたて生しょ
うゆ」に採用の容器は、しぼりた
ての「色」「味」「香り」を持つ生
しょうゆを、90日間新鮮なままで
使いきるために工夫された、内
容物が酸化しにくい密封型プラ
スチック容器です。「逆止弁中栓
キャップ」がついているので注
ぎやすく、卓上使用にも適し、さ
らに使用後にはコンパクトに捨
てることもできます。

　2011年8月に、キッコーマン食品
から発売された「いつでも新鮮　
しぼりたて生しょうゆ　卓上ボト
ル」シリーズには、しぼりたての
「色」「味」「香り」を開封後90日間常
温で新鮮に保つ機能と使いやすさ
を兼ねた次世代容器です。
　しょうゆを除いた新型容器自
体の重量は33gと、従来の150ｍ
ℓガラス製卓上容器159gに比
べて126g軽量化されています。
また、これまでは運搬、販売、ご
家庭での保管の際に冷蔵が必
要だった「生しょうゆ」を常温で
流通させることが可能になり
ました。

　マンズワインでは、2012年2月から発売されたワイン「ラ・ラ・
ヴァン」に大手ワインメーカーとして初めてアルミ缶を採用しま
した。これにより、流通段階での取り扱いやすさ、使用段階での
手軽さなどの長所を活かせると同時に、リサイクル面と輸送エ

１６）生しょうゆパウチ
　＜2011年度記載＞

17）やわらか密封容器
＜社会・環境報告書2012・12頁「次世代容器」参照＞

18）ワインアルミ缶
＜社会･環境報告書2012・WEB版13頁「環境配慮型容器・
   包装資材導入の推進」参照＞

19）ワインPETボトル
＜2013年度記載＞

20）バイオPET 樹脂
＜2013年度記載＞

ネルギーの低減面で環境保
全効果を発揮します。
　リサイクル面では、分別要
素が少ない（アルミとラベ
ル）ことと、整備されているア
ルミリサイクルシステムを利
用できることが特徴です。輸
送面では、300mℓアルミ缶
（約20g）は、同量のビン（約
270g相当）に比して製品重
量が44%軽量化されますので、試算上10tトラックに13,272本余
計に積載可能となり、輸送効率が87%増加し、その分輸送エネ
ルギーの低減につながります。

　マンズワインは、2012年、「もっと気軽
にワインが飲みたい」「もっと手軽にワ
インを持ち運びたい」というお客様の声
にお応えして、ワイン容器にPETボトル
を採用しました。ワイン専用PETボトル
を開発し、容器の品質確認のための試
験を行って、ビンと同等の品質保持性を
持つことを確認した後、さらに、新設備
の導入や既存のラインの改良を行いま
した。これにより、720mℓの容器重量
を、474g(ビン)から46g（PET）に削減で
きました。

　キッコーマン食品は、2012年
8月、鍋つゆ用のパウチにバイ
オPETを採用しました。これは、
サトウキビの搾り汁（廃糖蜜）を
用いて作られるもので、従来の
石油由来のペット樹脂フィルム
と比べ、約10％のCO2を削減し
ました。
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　マンズワイン勝沼ワイナリーが輸送の際に使用しているBIB
とは、液体輸送用の袋をカートンで箱状に外装するものです。

これまで利用していたBIBは、
底フラップの内側と外側が同
じ長さになっていました。

この形状は、畳まれた状態だ
とコンパクトにまとまり扱い
やすいのですが、製函すると
箱の内側に段差が出来てしま
う難点がありました。

この段差が中に収められる液
体輸送用の袋に悪影響を与
えないように、厚紙による底
板を入れなければなりません
でした。

そこで、BIB外装箱の形状を
内側のフラップを長くして（右
図）、箱の底の内側がフラット
になるようにしました。（右上
図）

底がフラットになりましたの
で、これまで使用していた厚
紙の底板が不要となり、包装
資材の削減が実現しました。

右図（白色部分）が包装資材
から削減された厚紙です。

○

○

○

○

○

○

● 360gびん（左） 290gびん（右）

○

○

○

４．容器軽量化

　2003年、マンズワインは、スタンダードびん（720mℓ）の形
状に工夫を加えることで、強度を損なうことなくガラス材質を
減らし、びん重量を360gから290gに軽量化することに成功し
ました。これにより、輸送時の負荷の軽減が実現しました。
＜試算＞
輸送時の単位となる1パレットには、1,584本のびんが収納
されます。びん1本の重量が70g軽減されると、1パレット当
たり110.9kgの重量が削減されます。
トラック1台に14パレットを積み
ますので、1台当たり1,552.3kg、
約1.5tの軽減となります。
例えば、300台のトラックを稼動
させるとしたら、約470tの重量
が軽減されることになります。

１）マンズワイン 720mℓびん
　＜環境経営報告書2005・22頁「容器の軽量化」参照＞

３）BIB（バックインボックス）の改良
　＜社会・環境報告書2006・32頁「マンズワイン勝沼ワイ

ナリーにおける包装資材の削減」参照＞

　キッコーマンでは、主力商品である「キッコーマン ストレー
トつゆ」や「キッコーマン 本つゆ」の300mℓガラスびん（重量
150g）をPET容器（重量25g）に替えたことで、容器1本当たり
の重量を減量することができ、物流の環境負荷を大幅に低減
することができました。
＜試算＞
300mℓガラスびんの場合、1パレットに1008本のびん
（84c/s）が積載されますので、1パレット当たりの重量は、
12×84×0.150＝151kgとなります。
一方、300mℓPETの場合には、1パレットに1512本のびん
（126c/s）が積載されますので、1パレット当たりの重量は、
12×126×0.025＝37.8kgとなります。
すなわち300mℓガラスびんをPET容器に替えたことにより、1
パレット中のボトル重量を、151kg-37.8kg=113.2kg減らす
ことができたことになります。
トラック1台に14パレット載せられますので、トラック1台当
たり1,584.8kg、約1.5tの重量削減につながることにな
ります。

○

○

○

○

２）キッコーマン300mℓガラスびん
　＜社会・環境報告書2006・39頁「環境に配慮した容器・

包装への切り替え推進」参照＞
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○

○

○

○

○

　日本デルモンテは、容器メーカーの協力のもとで、900mℓ
PETボトルを5g（10％強）軽量化させました。この試みは、PET
樹脂原料の価格高騰を背景にして、容器メーカーにも容器
ユーザーにもメリットのあるものでしたが、   
直接購入いただくお客様に、外観・中味の品質が従来と変
わりないものをお届けできること
容器のライン適性・中味の保証・充填製品の荷姿に違和感
のないこと
製品の輸送後に製品に損傷のないこと

を念頭に、何度もラインテスト、輸送テストを重ねて実現に
至ったものです。
＜試算＞
PETボトル5gの減量は、製品トラック1台につき、荷重
57.6kgの軽減となりました。
2006年度は、148tのPETの削減とコストダウンを実現させ
ました。削減されたPETに相当するCO2は、385tにあたり
ます。

４）900mℓPETボトル
　＜社会・環境報告書2007・41頁記載「活動事例２」参照＞

＜社会環境報告書2013・WEB版13頁「環境配慮型容器・
　包装資材導入の推進」参照＞

流山キッコーマンでは、同じPETボトルを、みり
ん500ｍℓマンパックに採用し、1g軽量化しま
した。

　キッコーマンは、こいくち、減塩、うすくち、甘口などのしょう
ゆ9アイテムの段ボールの材質と形状を再吟味し、9～16％の
減量を行いました。
＜試算＞
　しょうゆ500mℓPETボトルを入れた段ボール箱は、10t車に
丸積みすると1,050個が載せられますので、段ボール1個当た
りの重量が16％減るということは、10t車1台当たり36.8kgの
積荷重量の軽減に相当します。

６）キッコーマンしょうゆ9アイテムの段ボール
　＜社会・環境報告書2008・36頁「容器・包装の減量化を

推進」参照＞

　キッコーマンは、しょうゆ500mℓPET
ボトルを、薄肉化することで1本当たり
1g（4％）減量させました。
＜試算＞
　500mℓPETボトルは、12本で1ケース
となっています。これを10t車に丸積み
すると1,050ケース（12,600本）が載せ
られますので、1本当たり1gの減量は、
10t車1台当たり12.6kgの積荷重量の軽
減に相当します。

５） 500mℓPETボトル
　＜社会・環境報告書2008・36頁「容器・包装の減量化を

推進」参照＞
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８）2008年度の対応
　＜社会・環境報告書2009・41頁「容器包装資材への対応」参照＞

　キッコーマンは、料理酒のPETボトルを透明化するに際し、
1ℓPETボトルの形状を変更して1本当たり3g（8％）減量しま
した。＜IV-3-11）参照＞

＜試算＞
　料理酒1ℓPETボトルは、12本で
1ケースとなっています。これを10t車
に丸積みすると572ケース（6,864本）が
載せられますので、1本当たり3gの減量
は、10t車1台当たり20.6kgの積荷重量
の軽減に相当します。

＜マンズワイン＞
ラベルの軽量化

ワインボトルのラベル用に使用していた90kg/1,000枚の紙を、73kg/1,000枚の紙
に変更（約19％減）し、ラベルを薄くしました。

＜日本デルモンテ＞
900mℓPETボトル用カートンの減寸

2種類のカートンの高さを5mm下げることで、それぞれ、3g（約2％減）と10g（約
3％減）の軽量化を行ないました。

＜日本デルモンテ＞
焼肉のたれシュリンクの薄肉化

210g用と400g用の2種類のフィルムの厚さを60μmから50μmに薄くしたことで
（約17％減）、210g用で約0.3g、400g用で約0.45gの軽量化を行ないました。

＜平成食品工業＞
つゆ用500mℓPETボトルの軽量化

プリフォームを新たに作成し、従来28gであった重量を24gにまで落としました（削
減率14.3％）。またボトル各部分の肉厚の最適化を行うことで、従来品と遜色がない
強度を保ちました。

＜北海道キッコーマン＞
特選丸大豆しょうゆ1ℓの段ボール
の軽量化

使用する段ボールを薄いものにする（中芯とライナーの坪量を見直す）ことで、１箱
分の重量を220gから190gに軽量化（削減率13.6％）しました。

＜流山キッコーマン＞
段ボールC段の導入（薄型化）

使用する段ボールの厚さを5mm（A段）から4mm（C段）に変えることに成功し、段
ボール箱自体を小型化して段ボール納品時の輸送効率を1.25倍向上させました。

＜流山キッコーマン＞
みりん、料理酒のキャップの軽量化

従来使用していたキャップの上蓋を小型化することで、9.2gから8.2gへの軽量化
（削減率10.9％）を実現しました。

＜キッコーマン食品＞
しょうゆ用500mℓPETボトルの軽量化

プリフォームを新たに作成し、従来24gであった重量を20gにまで落としました（削
減率16.7％）。またボトル各部分の肉厚の最適化やリブの深さなどの形状を検討す
ることで、従来品と遜色がない強度にしました。

＜キッコーマン食品＞
しょうゆ用750mℓPETボトルの軽量化 1ℓマンパックとの表面積比率で3.5％軽量化した750mℓPETボトルを開発しました。

７）キッコーマン料理酒1ℓPETボトル   
　＜社会・環境報告書2008・36頁「容器・包装の減量化を

推進」参照＞
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　キッコーマン食品では、分別再利用をしやすくするため、
1.8ℓPETボトルの把手部分の材質をボトル本体と同一のPET
にする取り組みなどを行ってきました。＜IV-3-5）参照＞
　2009年4月からは、把手部分に改良を加え、重い中身を支え
るための強度が保てることを確認しつつ、1.8ℓPETボトルの把
手部分の重量を14gから10gに軽量化しました。（PETボトル
重量として76gから72g、9.5％軽減）。これにより、運送時の
CO2排出量削減、製造における使用PETの削減によるCO2排
出量削減が実現しました。

９）1.8ℓPETボトル把手のPET化
　＜社会・環境報告書2010・WEB版26頁「1.8ℓPETボトル

の軽量化」参照＞

　キッコーマン食品では、主力商品である「キッコーマンしょ
うゆ」などに使用する１ℓPETボトルを、下部の溝の間隔や深
さを調整することで横からの強度を向上させ、従来のイメー
ジを維持しながら薄肉化し、1本当たり重量33gから29gに軽
量化（約12%減）することに成功しました。

１１）1ℓPETボトルの軽量化
　＜社会環境報告書2011・15頁「1ℓPETボトルの軽量化」

参照＞

　2011年度、キッコーマン食品では、500mℓと1ℓの本つゆに
使用しているシュリンクラベルの厚みを50μmから35μmに薄
肉化しました。
　これは、フィルムの材質構成やシュリンクラインの改善により
実現しました。また薄肉化に伴い、より切り取りやすいミシン目
を導入し廃棄時の分離を容易にしました。

　キッコーマン食品では、2009年度、しようゆやつゆなどの
PETボトルラベルに使用されるOPSシュリンクラベルを、50μ
mから40μmに薄肉化軽量化すると共に、分別時にはがしや
すいようにミシン目に改良を加えました。

１０）薄肉シュリンクラベルの採用
　＜社会・環境報告書2010・WEB版25頁「容器・包装   

資材への対応」参照＞

＜社会・環境報告書2012・WEB版13頁「環境配慮型容器・
　包装資材導入の推進」参照＞

　日本デルモンテでは、2012年度、900mℓPET飲料のシュリ
ンクラベルの厚さを50μmから40μmに薄肉化しました。

＜2013年度記載＞
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● バリットボックス

　日本デルモンテでは、洋風そうざいの素、洋風ごはんの素
に使用しているピロー包装（商品をフィルムで自動的に包み
込む包装方式）のフィルム材質を変えることで、包装を53gか
ら45gに軽量化（約15%減）しました。

　2012年度には、キャップ付バッグを使用していた業務用
トマト調味料もピロー型に変更しました。これにより、3kg用
容器の重量が52.4gから21.9g（58.2％の軽量化）、10kg用
容器の重量が86.4gから44.2g（48.8％の軽量化）と軽減さ
れました。

　バリットボックスとは、外装のつまみをはずして上部を引き
ぬくと、下部がそのまま内装商品の陳列台として利用できる
カートンで、輸送時の商品保護機能と店頭での陳列機能を兼
ね備えています。従来の配送法（一定量の商品を中箱に納めさ
らにそれを一定量のカートンにまとめて配送）に比べると、バ
リットボックスでは包装が簡素化されおり、必要とする外装
カートンの重量が32%低減されます。

１４）ピロー包装
　＜社会環境報告書2011・WEB版18頁「環境配慮型容器・

包装資材の積極的推進」参照＞

　オトール８は、カートンの上下面
の形状を八角形にしたもので、従来
の四角形カートンよりも高い強度を
保ちます。さらに、四角形の角をカッ
トしていますので、その分の原紙容
量が削減され、軽量化につながって
います。キッコーマン食品では、しょ
うゆ、つゆなどのPETボトル用に使
用していますが、導入の際には、強度の増加にともなってカート
ン材質の見直しを行い、１ℓPETボトル15本入りオトール8カート
ンで約50gの軽量化（約11%減）を達成しました。

１３）オトール８
　＜社会環境報告書2011・WEB版18頁「環境配慮型容器・

包装資材の積極的推進」参照＞

１２）バリットボックス
　＜社会環境報告書2011・WEB版18頁「環境配慮型容器・

包装資材の積極的推進」参照＞

＜2013年度記載＞
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　2011年度、キッコーマン食品では、1.8ℓ準耐熱PETボトルの
重量を72gから69.5gに軽量化(約3.5％)しました。これは、ボトル
の肉厚分布、把手形状変更、高さを低くするなどして成功しまし
た。

　2012年度、本容器は、平成食品工業、宝醤油でも採用され
ました。

５．製品

　2013年、日本デルモンテの「国産 旬にしぼったトマトジュー
ス」など３商品は、「ニッポンの食、がんばれ！セレクション」第３
期受賞商品に選ばれました。
　「ニッポンの食、がんばれ！セレクション」（2013年4月から
「食の３重丸セレクション」と名前を変更）は、産経新聞、中日
新聞が共催して行っている「国産、環境、安心」の３拍子そろっ
た食品選び運動です。製造業者からの申請に基づき、書類検
査、製造現場立ち入り検査、市販商品抜き取り検査などを経て
「判定委員会」が「国産で食品自給率向上に役立っている」「環
境への配慮がされている」「必要不可欠以外の食品添加物が
使われていない、など安全である」と認めた商品が授賞商品
として公表されています。

１）環境にやさしい商品に指定
　＜2013年度記載＞

１5）1.8ℓ準耐熱PETボトル
　＜社会･環境報告書2012・WEB版13頁「環境配慮型容

器・包装資材導入の推進」参照＞

本つゆ1.8ℓ
旧耐熱PETボトル

本つゆ1.8ℓ
新耐熱PETボトル

＜2013年度記載＞
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　1994年、キッコーマン環境部では、各事業所向けに、廃棄
物処理を適正に行うための考え方や委託方法などをとりまと
めたマニュアルを作成しました。その後も関連法規の改正に
応じて適宜修正を加えています。

　2009年3月、これまでのマニュアルを、関連法令の改正点と
の適合性をチェックした上で、分かりやすい内容となるよう全
体構成を改訂しました。
　改訂版「産業廃棄物の適正処理マニュアル」は、以下の8章
から構成されています。

廃棄物とは
産業廃棄物と一般廃棄物の区別や産業廃棄物の種類を
示しています。
排出事業者の責任と役割
廃棄物を適正に処理するため、排出事業者の責任や役
割を9項目で示しています。
新規産業廃棄物処理委託契約書の作成手順
新規に産業廃棄物処理の委託契約書を締結する場合の
チェックリストに基き、環境部との連携、中間処理業者の
選定、業者視察、締結、に至る具体的な手順を示しています。
委託処理に際しての留意事項
委託前、委託時、委託後に分けて委託処理に必要な留意
事項を示しています。
産業廃棄物の保管・処理の基準
産業廃棄物の保管基準や産業廃棄物の収集・運搬基準
等について示しています。
多量排出事業場処理計画の作成
多量排出事業場処理計画及び前年度の実施状況の報告
について示しています。
処理が複雑な廃棄物の適正処理法
蛍光灯など稀に廃棄する物についての適正処理の方法
を示しています。
事務系排出物の処理について
どのような排出物が有価物、一般廃棄物、産業廃棄物に
該当するかを具体的に示し、事務部門での廃棄物の適正
処理を促しています。

キッコーマングループ 環境保全活動事例集
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（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

○
○
○

○
○

２）大気汚染の防止
　＜社会・環境報告書2006・37頁「大気汚染の防止」参照＞

１）産業廃棄物の適正処理マニュアル
　＜環境経営報告書2005・19頁「廃棄物処理対策」参照＞

＜社会・環境報告書2009・45頁「産業廃棄物の適正処理」
　参照＞

　キッコーマングループでは、硫黄酸化物（SOx）、窒素酸化
物（NOx）、ばいじんについて地域ごとに定められた濃度規
制、総量規制を順守し、事業所ごとに自主規制基準も設けて
排出管理をしています。
　具体的な施策としては、低硫黄重油の使用によるSOxの排
出量削減、低窒素重油と低NOxバーナー装置の利用、低NOx
型ボイラーの設置によるNOxの排出量削減、特A重油切り替
えによるばいじんの排出量削減などを行なっています。また、
ダイオキシンの発生を防止するため、1998年までに焼却炉を
全廃しました。その後もダイオキシン発生実態調査を実施し、
その都度問題がないことを確認しています。

　野田工場には、大型ボイラー、小型ボイラー、冷温水ユニッ
トなどのばい煙発生装置が数多く稼動しています。ボイラー
の燃料は全て特A重油に切り替え済み（一部ではしょうゆ粕や
しょうゆ油を使用、また一部では天然ガスへの切り替えを計
画中）です。
　いずれも、性能検査や定期整備を行なって維持管理を徹底
させています。また、日常的にSOx、NOx、燃料使用量、ばい煙
などを監視すると共に、蒸気流量計監視により蒸気使用量を
把握しています。また、年2回、大気汚染防止法施行規則に基
づき、環境・安全分析センターがばい煙等の測定を行なって
います。
　光化学スモッグが発生した時には、
第1次処置および第2次処置による燃料使用量の抑制
製造部門及び間接部門一時停止による蒸気発生量の抑制
大型ボイラーから小型ボイラーへの切り替えによる燃料使
用量の抑制
蒸気流量計監視による蒸気使用量の把握
緊急時ばい煙量減少処置報告書による結果報告

を行っています。

　総武物流株式会社は、1924年（大正13年）創立以来、キッ
コーマングループ各社の物流輸送を担当し、物流加工情報シ
ステム企業として拡大発展を図ってきました。現在では、「お
客様にまごころをお届けする」ことをモットーに、広域物流企
業として物流トータルシステムの提案ができるよう、経営力を
高める努力を進めています。また、安全・確実・迅速・創意・工
夫を行動規範として、経営効率を高めると共に、環境・人・企業
の調和を目指しています。
　その一環として注力しているのが、「黒煙低減による大気汚
染の防止策」です。

　総武物流では、2005年8月に7台の低公害車を導入しまし
た。これらは、低PM認定車・尿素システム車で、他のディーゼ
ル車に比べてNOx、PMの排出量が少ないと言う長所を持って
います。特にPM排出量では（PM排出係数で換算すると）70％
以上の削減が期待できます。

　2006年10月現在、総武物流では20台のディーゼル車が稼
動していますが、その黒煙低減を図るため、社内に「環境管理
安全推進委員会」を設置し、各自動車メーカーの推奨基準値
を参考にした環境配慮社内基準「自動車の点検・整備自主基
準」（法定点検以外）を作成しました。

　自主基準項目の内、ドライバーが自ら行うのは、月1回の「黒
煙」「エアコンガス漏れ」「タイア空気圧」チェックで、他項目
は、総武物流と『業務委託契約書』を取り交わしている、専門の
整備業者に委ねています。

　ドライバー自主点検の内の「黒煙チェック」は、次の3段階で
行われています。

日常点検:アイドリング状態で排ガスの色、汚れ具合を目視
で確認
自主点検:毎月1回「黒煙チャート」＊1を用いて確認し、結果
を記録
定期点検:3ヶ月毎、車検時に整備業者がスモークテスター
を使用して確認し、結果を「点検整備記録簿」に記録

ドライバーが「基準値を超える黒煙濃度」と判断した場合は、
社内の「整備管理者」を通して整備業者に整備を依頼し、整備
後は、「整備管理者」とドライバーが整備内容を再確認してい
ます。

＊1 「黒煙チャート」（右図）
車両の形式毎に設定され
ている規制値と排ガスの色
を対比するための器具。円
盤上に、「白」（排気ガス内
黒煙濃度約15％以下）から
始まり、ごく薄いグレイ（約
15～25％）から黒（50％以
上）まで5段階に色分けが
示されているので、排気ガ
スに円盤をかざすことによ
り黒煙濃度が視認できる。
 

　総武物流は、2005年6月、運輸業界や企業顧客間でも関心
が高まっている「グリーン経営認証」（交通エコロジー・モビリ
ティ財団認証）を取得しました。

【 キッコーマン食品野田工場の例 】



　1994年、キッコーマン環境部では、各事業所向けに、廃棄
物処理を適正に行うための考え方や委託方法などをとりまと
めたマニュアルを作成しました。その後も関連法規の改正に
応じて適宜修正を加えています。

　2009年3月、これまでのマニュアルを、関連法令の改正点と
の適合性をチェックした上で、分かりやすい内容となるよう全
体構成を改訂しました。
　改訂版「産業廃棄物の適正処理マニュアル」は、以下の8章
から構成されています。

廃棄物とは
産業廃棄物と一般廃棄物の区別や産業廃棄物の種類を
示しています。
排出事業者の責任と役割
廃棄物を適正に処理するため、排出事業者の責任や役
割を9項目で示しています。
新規産業廃棄物処理委託契約書の作成手順
新規に産業廃棄物処理の委託契約書を締結する場合の
チェックリストに基き、環境部との連携、中間処理業者の
選定、業者視察、締結、に至る具体的な手順を示しています。
委託処理に際しての留意事項
委託前、委託時、委託後に分けて委託処理に必要な留意
事項を示しています。
産業廃棄物の保管・処理の基準
産業廃棄物の保管基準や産業廃棄物の収集・運搬基準
等について示しています。
多量排出事業場処理計画の作成
多量排出事業場処理計画及び前年度の実施状況の報告
について示しています。
処理が複雑な廃棄物の適正処理法
蛍光灯など稀に廃棄する物についての適正処理の方法
を示しています。
事務系排出物の処理について
どのような排出物が有価物、一般廃棄物、産業廃棄物に
該当するかを具体的に示し、事務部門での廃棄物の適正
処理を促しています。

環境マネジメントの推進Ⅴ
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● ドライバーの点検：タイヤの空気圧チェック

○

○

○

● 総武物流の自主基準項目一覧

走行距離（km）

5,000

50,000

30,000

30,000

50,000～60,000

50,000～60,000

50,000～60,000

点検期間

月1回

月1回

月1回

半年1回

半年1回

黒煙チェック

エアコンガス漏れチェック

エアフィルターの清掃（乾式）

エアフィルターの交換(乾式、湿式)

エンジンオイルの交換

エンジンオイルフィルターの交換

タイヤの空気圧チェック

トランスミッションオイル漏れの点検

トランスミッションオイルの交換

デフレンシャルオイル漏れの点検

デフレンシャルオイルの交換

燃料噴射系のオーバーホール又は交換

自主基準内容
自主基準項目

黒煙の濃度（％）

約15～25％

約25～40％約40～50％

50％以上

３）物流の大気汚染防止努力
　＜社会・環境報告書2006・37頁「総武物流における大気

汚染防止対策」参照＞

　キッコーマングループでは、硫黄酸化物（SOx）、窒素酸化
物（NOx）、ばいじんについて地域ごとに定められた濃度規
制、総量規制を順守し、事業所ごとに自主規制基準も設けて
排出管理をしています。
　具体的な施策としては、低硫黄重油の使用によるSOxの排
出量削減、低窒素重油と低NOxバーナー装置の利用、低NOx
型ボイラーの設置によるNOxの排出量削減、特A重油切り替
えによるばいじんの排出量削減などを行なっています。また、
ダイオキシンの発生を防止するため、1998年までに焼却炉を
全廃しました。その後もダイオキシン発生実態調査を実施し、
その都度問題がないことを確認しています。

　野田工場には、大型ボイラー、小型ボイラー、冷温水ユニッ
トなどのばい煙発生装置が数多く稼動しています。ボイラー
の燃料は全て特A重油に切り替え済み（一部ではしょうゆ粕や
しょうゆ油を使用、また一部では天然ガスへの切り替えを計
画中）です。
　いずれも、性能検査や定期整備を行なって維持管理を徹底
させています。また、日常的にSOx、NOx、燃料使用量、ばい煙
などを監視すると共に、蒸気流量計監視により蒸気使用量を
把握しています。また、年2回、大気汚染防止法施行規則に基
づき、環境・安全分析センターがばい煙等の測定を行なって
います。
　光化学スモッグが発生した時には、
第1次処置および第2次処置による燃料使用量の抑制
製造部門及び間接部門一時停止による蒸気発生量の抑制
大型ボイラーから小型ボイラーへの切り替えによる燃料使
用量の抑制
蒸気流量計監視による蒸気使用量の把握
緊急時ばい煙量減少処置報告書による結果報告

を行っています。

　総武物流株式会社は、1924年（大正13年）創立以来、キッ
コーマングループ各社の物流輸送を担当し、物流加工情報シ
ステム企業として拡大発展を図ってきました。現在では、「お
客様にまごころをお届けする」ことをモットーに、広域物流企
業として物流トータルシステムの提案ができるよう、経営力を
高める努力を進めています。また、安全・確実・迅速・創意・工
夫を行動規範として、経営効率を高めると共に、環境・人・企業
の調和を目指しています。
　その一環として注力しているのが、「黒煙低減による大気汚
染の防止策」です。

　総武物流では、2005年8月に7台の低公害車を導入しまし
た。これらは、低PM認定車・尿素システム車で、他のディーゼ
ル車に比べてNOx、PMの排出量が少ないと言う長所を持って
います。特にPM排出量では（PM排出係数で換算すると）70％
以上の削減が期待できます。

　2006年10月現在、総武物流では20台のディーゼル車が稼
動していますが、その黒煙低減を図るため、社内に「環境管理
安全推進委員会」を設置し、各自動車メーカーの推奨基準値
を参考にした環境配慮社内基準「自動車の点検・整備自主基
準」（法定点検以外）を作成しました。

　自主基準項目の内、ドライバーが自ら行うのは、月1回の「黒
煙」「エアコンガス漏れ」「タイア空気圧」チェックで、他項目
は、総武物流と『業務委託契約書』を取り交わしている、専門の
整備業者に委ねています。

　ドライバー自主点検の内の「黒煙チェック」は、次の3段階で
行われています。

日常点検:アイドリング状態で排ガスの色、汚れ具合を目視
で確認
自主点検:毎月1回「黒煙チャート」＊1を用いて確認し、結果
を記録
定期点検:3ヶ月毎、車検時に整備業者がスモークテスター
を使用して確認し、結果を「点検整備記録簿」に記録

ドライバーが「基準値を超える黒煙濃度」と判断した場合は、
社内の「整備管理者」を通して整備業者に整備を依頼し、整備
後は、「整備管理者」とドライバーが整備内容を再確認してい
ます。

＊1 「黒煙チャート」（右図）
車両の形式毎に設定され
ている規制値と排ガスの色
を対比するための器具。円
盤上に、「白」（排気ガス内
黒煙濃度約15％以下）から
始まり、ごく薄いグレイ（約
15～25％）から黒（50％以
上）まで5段階に色分けが
示されているので、排気ガ
スに円盤をかざすことによ
り黒煙濃度が視認できる。
 

　総武物流は、2005年6月、運輸業界や企業顧客間でも関心
が高まっている「グリーン経営認証」（交通エコロジー・モビリ
ティ財団認証）を取得しました。

【 点検・整備自主基準 】
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● スーパーオルセトラー

● 水サンプルの採取

４）排水処理

　キッコーマングループは、製造過程などで水を多く利用して
排水するため、排水の水質維持、河川などの汚染防止に万全
の注意を払っています。例えば、しょうゆが水に混じると導電
率が上昇することを利用した「しょうゆ漏洩検出器」の活用、
消防法で規定されている重油等危険物の「防油堤」の設置、な
ど、万一に備えた各種の対策を講じています。

 （１）スーパーオルセトラー導入
＜社会・環境報告書2006・37頁「野田工場における排水処理
　対策」参照＞

　キッコーマン食品野田工場では、2004年4月に水質汚濁防
止法が改正され排水中のリン濃度規制が16ppmから4ppm
に引き下げられたのを機会に、排水処理施設の一部に「スー
パーオルセトラー」を導入しました。「スーパーオルセトラー」
は、導入時点では、環境関連専門誌「環境浄化技術」の表紙に
紹介される（2004年5月号）など、関係者の注目も集めた設備
で、省スペースでありながら高効率であり、低コストでリン除
去を可能にすることを特徴としていました。導入後は規制値
の半分にまでリン濃度を低減させることができています。

（２）上花輪ラグーン
＜社会・環境報告書2007・37頁「野田地区における排水処理
　対策」参照＞

　野田地区から排出される廃水を活性汚泥方式で処理して
いる上花輪ラグーンは、キッコーマン食品野田工場（しょう
ゆ）、平成食品工業（つゆ、たれ）江戸川食品（加工穀類・エキ
ス）それぞれの製造現場から排出される原水特性の違う廃水
に対応しています。そのため、廃水のBOD、pH、および含有成
分を常時監視、調整し、ラグーン運転上のリスクを最小に押さ

えるよう配慮しなければなりません。
　野田地区では、キッコーマン環境部と3工場の管理担当者
により上花輪ラグーン委員会が組織され、工場相互の廃水情
報交換、原水特性への対応強化、緊急事態対応体制の維持、
環境マネジメントシステムへの関連付けなどに取り組んでい
ます。

（３）江戸川を守る排水管理
＜社会・環境報告書2009・45頁「江戸川を守る排水管理」参照＞

　江戸川のほとりで開業してから100年、キッコーマンは、江
戸川の懐に抱かれて、江戸川の恵みと共に歩んできました。
　江戸時代、江戸川は、朝しょうゆを船で送れば昼にはもう日
本橋に届く、という、優れた産業立地条件を野田に与えてくれ
ていました。しょうゆの原料入手も同様でした。常陸地方の大
豆、下総台地や上州・相模などの小麦、行徳や赤穂の塩が、江
戸川を通って野田に届けられてきました。野田におけるしょうゆ
造りには、江戸川の恩恵ははかりしれないものがありました。
　現代では、製品や原料の輸送は他の手段に代わりました
が、キッコーマンの江戸川に対する思いは変わっておりませ
ん。そのため、キッコーマンは、江戸川の水質の維持、汚染防
止に万全の注意をはらっています。
　各工場での排水管理と併せて、環境・安全分析センターで
は、江戸川への排水全てにわたって定期的に分析・検査を行
うと共に、「水質自動計測器」の検証や「排水処理施設」の管理
分析を定期的に行い、法定基準はもとより自主基準に照らし
て厳しい水質管理を行っています。
　また、1963年に流域の住民と自治体で結成された江戸川
に清流を取り戻そうとする団体「江戸川を守る会」にも、キッ
コーマンは特別会員として参加し、水質の改善活動、河川美化
活動、河川愛護の啓発活動に積極的に関与しています。
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● ストックタンク

● 排水処理

○

○

　醸造工場を中心とした100～200mの範囲にある建物の屋
根や樹木などが、一部黒ずんでくることがあります。これを「黒
色汚染」（あるいは、『黒かび』）と言います。この汚れは、水（と
きによっては若干の洗剤の併用）で洗浄するときれいに除去
できますし、病原性は認められていません。しかし、キッコー
マンは、近隣の方々のご意向を重視し、対策を進めています。
具体的には、工場周辺の住宅を定期的に訪問してご意見やご
要望をお聞きし、被害や苦情があれば、その都度話し合い、原因
究明、対策に務め、納得がいただけるように対応しています。
 

　主な原因は黒い色素を生成する『オーレオバシデウム属
（Aureo basidium）』（旧称プルラリア菌 Pullularia）が、屋根や
壁などに付着して成育するために黒く見えるものです。この菌
はエチルアルコールを栄養源として育ちますので、アルコー
ルを含む環境の中を好んで成育します。
　酒、味噌、醤油などの醸造工場では、酵母によってエチルア
ルコールが作られていますので、この菌が醸造工場周辺で成
育することが多くなります。
　オーレオバシデウム属は、世界的に、空気中に最も多く普遍
的に存在する菌の一種で、北極上空9,000フィート（2,700m）
の空気中にさえ多量に存在していたという報告があります。こ
のように多く浮遊しているにもかかわらず、アレルギーを引き
起こす原因となったという報告はありません。また、千葉県衛
生研究所、順天堂大医学部、キッコーマン研究開発本部で詳
細な動物試験を実施した結果でも病原性は認められず、安全
性に関しては問題ないと考えています。

（１）発生源防止対策
　工場から出てくる香気にアル
コールが含まれていますので、これ
が工場の外に洩れないよう、次の
ように工程と設備の改善に務めて
います。
発生源密閉のクローズド・システム
を採用し開放タンクなどはシートで
覆っています。
工場からの排気ダクトにウォーター・スプレー（水洗浄装
置）を設置し、排気中のアルコールを洗浄除去しています。
排気ガス中のアルコールを活性炭素繊維に吸着し、回収
する装置を設置しています。

（2）環境調査
　工場内、工場周辺の空気中のエチルアルコール濃度を定期
的および必要に応じて測定、解析し、改善に役立てています。

５）黒色汚染（黒かび）について
　＜環境経営報告書2005・18頁「黒色汚染（黒かび）防止

対策」参照＞

（４）日本デルモンテ群馬工場の工夫
＜社会･環境報告書 2012・WEB版 17頁「群馬工場の
       排水処理」参照＞

　日本デルモンテ群馬工場では、製造工程で排出された廃水
を活性汚泥方式で処理しています。その際、温度が高い廃水
の流入により調整槽の水温が高くなると排水処理能力が低
下する問題がありました。温度低下対策として、調整槽の排
水と井水とを熱交換させ、排水温度低減を図りました。
　また、ラインより直接排水されていた回収液を、一度ス
トックタンクへ溜め、少量ずつ排水処理へ送るように改造
し、排 水負荷変動を小さくしました。
これらの対応により、排水の水質維持が向上しました。

（５）江戸川プラント排水処理施設改良
＜2013 年度記載＞

　2012年度キッコーマンバイオケミファ江戸川プラント排
水処理施設では、窒素及びリン除去システム改良工事と曝気
ブロワー自動制御化工事を行いました。4槽あった曝気槽の
うち、1槽を嫌気槽(脱窒槽)、残り3槽を好気槽(硝化槽)とし、
窒素を取り除く力を高めました。さらに、PAC(塩化アルミニ
ウム)及び高分子凝集剤を適量添加し、排水中のリンをさら
に少なくする方式にしました。また、曝気ブロワー運転を自
動制御することで、年間15tのCO2を削減できました。

【 黒色汚染の原因 】

【 キッコーマンにおける対応策 】
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● 密閉型発酵タンク

　キッコーマン食品野田工場製造第1部では、2003年から
発酵タンクを開放型タンクから大型密閉型タンクに代えて
きました。開放型タンクは2008年から使用を止めました。定
期的に工場周辺の大気中アルコール濃度を測定しています
が、作業方法の改善も含め、発酵タンクからのアルコール発
生をかなり抑えることが出来ました。今後も黒色汚染防止
に努めます。　

＜2013年度記載＞

　2012年、キッコーマン食品野田工場の仕込タンク室に、最
大60㎥／minの空気清浄効果を持つ、排気を水洗浄するアル
コール除去装置を新設しました（試運転時に89%の除去率で
あることを確認しています）。

（２）日本デルモンテ群馬工場
＜社会・環境報告書2010・WEB版29頁「緊急事態対応訓練」
　参照＞

　群馬工場では、2009年5月、マニュアルに従い緊急対応部
品39点の点検を行ないました。続いて、2010年1月に緊急対
応施設の稼働状況を確認しました。当日は、排水処理沈殿槽
に汚泥が浮上し外部に漏れ出したことを想定。緊急対応チー
ム9名が常備されている緊急対応部品（ゲート、土のう、出口
バルプ、排水ピットポンプ、緊急用水中ポンプ、緊急用電源通
電、緊急用ホース、排水予備槽）を順に確認し、さらに作業の
点検を行い、沈殿槽出口バルプを切り替えることで、漏出が想
定された範囲内で防止されることを確認しました。

（１）キッコーマン食品野田工場
＜社会・環境報告書2007・38頁「緊急事態を想定した訓練の
　実施」参照＞

　工場で使用している重油や製造・保管しているしょうゆおよ
び半製品のしょうゆなどが流出すると、周辺の河川の水質を
汚濁させる原因となります。キッコーマン食品では、こうした
事態に対処するため水質汚染防止には万全の体制を敷いて
いますが＜V-1-4）参照＞、万が一の発生に備えて、各工場で、
それぞれの指示書に従っての緊急事態対応訓練を年1回以上
行っています。

６）緊急事態対応訓練＜2012年度記載＞
＜社会･環境報告書2012・WEB版17頁「黒色汚染防止」参照＞
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● ISO14001認証取得状況一覧

２．環境マネジメント

（１）ISO14001認証取得（2005年度まで）
　キッコーマングループは、2005年度までに国内主要事業所
でISO14001を取得することを、中長期環境保全目標の一つ
に掲げています。（2006年2月の近畿支社取得をもって本目標
は達成しました。）
 
　キッコーマングループは『KEEP CLEAN』をスローガンにし
て環境問題に取り組み、サイト（事業所）、ローカル（地域）、グ
ローバル（地球）に配慮した環境マネジメントシステムの構築
に努めてきました。
　1995年6月、社内の環境管理システムの稼動状況を評価す
るため、14事業所を対象に、ISO14001に準拠した内部監査を
実施しました。これは、書類監査、現地監査、トップ監査の3段
階を経た厳しいチェックでしたが、定期的に実施することで各
事業所が競い合い、環境マネジメントが常に高いレベルで維
持されることを狙ったものでした。

1997年

1998年

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

5月

4月

4月

6月

11月

5月

8月

11月

7月

10月

6月

8月

10月

12月

3月

3月

4月

10月

4月

5月

2月

野田プラント

高砂工場

日本デルモンテ（福島工場）

千歳工場

野田工場（野田・中根エリア）

日本デルモンテ（群馬工場）

マンズワイン

酒造工場（尾島）

日本デルモンテ（長野工場）

野田工場（中野台エリア）

KFI-WI

KFE

KSP

江戸川プラント

酒造工場（拡大取得）

KFI-CA

研究本部

野田本社

日本デルモンテ全社

東京本社

近畿支社

ISO14001認証取得状況

（３） キッコーマン食品高砂工場
＜社会環境報告書2011・WEB版21頁「しょうゆ流出阻止緊急
　訓練」参照＞

　2010年10月、キッコーマン食品高砂工場では、しょうゆ輸
送中の１kℓコンテナが横転してしょうゆが雨水路に流入にし
たとの想定のもとに、設備グループ、総務グループ、運送担当
業者が協働して緊急対応訓練を行いました。緊急対応指示書
に従い、現場での異常発見から、関係者への連絡、緊急指令、
現場周辺土のう設置、外部への排水水門閉鎖、雨水路を工程
排水路に接続、汲み上げ開始に至る一連の作業を実際に行
い、指示書と作業フローの整合性を確認しました。

　2010年12月、日本デルモンテ群馬工場では、外部の工事業
者や輸送業者が工場内で作業を円滑、安全、かつ環境保全を
配慮して遂行できるよう、工場構内作業規定などを成文化し
ました。内容は、工場内への入場や退場の手続き、作業時間、
工場資産の保全、服装などを記した「工場内作業規定」と、環
境に関する法規制の遵守、緊急事態への対応などを記した
「間接影響緩和のための協力依頼事項」からなり、関連業者全
てに標準化された構内作業の遂行を求めています。群馬工場
では、この規定が正しく順守されるよう、外部業者を対象にし
た講習会を、2010年度は5回開いています。

　1997年、野田プラント（現キッコーマン食品野田工場製造
第1部）がISO14001を取得しました。これは、日本の食品製造
業界で最初の取得でした。その後、各工場、事業所が
ISO14001の取得を続け、現在では、国内外の主要な事業所
のほぼ全てで取得が終了しています。今後さらに、全社的に
ISO14001認証取得を目指し、各事業所に拡大・展開していき
ます。
（注）フードケミファは、岐阜工場が2002年2月、鴨川工場が

2002年10月、埼玉工場が2003年6月に取得しています。

　キッコーマングループがISO14001認証取得を目指すのは、
以下の目的によるものです。
○ 環境保全への社会的責任
○ 利害関係者への環境保証
○ 社内、関係企業の体質強化
○ 環境リスクの回避
○ 企業のイメージアップ

（２）一括認証取得活動経緯
＜社会・環境報告書2010・22頁「中長期環境方針」参照＞

　キッコーマングループは、2011年度までにISO14001の一
括認証を取得する目標を定め、2009年度より取得に向けての
具体的な活動を開始しました。

＜社会・環境報告書2010・WEB版27頁「2009年度の結果
　総括」参照＞

１）ISO14001認証取得
　＜環境経営報告書2005・11頁「環境マネジメントシステム

の構築」参照＞

７）工場構内作業規定の制定
　＜社会環境報告書2011・WEB版21頁「工場構内作業

規定の制定」参照＞
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（１）ISO14001認証取得（2005年度まで）
　キッコーマングループは、2005年度までに国内主要事業所
でISO14001を取得することを、中長期環境保全目標の一つ
に掲げています。（2006年2月の近畿支社取得をもって本目標
は達成しました。）
 
　キッコーマングループは『KEEP CLEAN』をスローガンにし
て環境問題に取り組み、サイト（事業所）、ローカル（地域）、グ
ローバル（地球）に配慮した環境マネジメントシステムの構築
に努めてきました。
　1995年6月、社内の環境管理システムの稼動状況を評価す
るため、14事業所を対象に、ISO14001に準拠した内部監査を
実施しました。これは、書類監査、現地監査、トップ監査の3段
階を経た厳しいチェックでしたが、定期的に実施することで各
事業所が競い合い、環境マネジメントが常に高いレベルで維
持されることを狙ったものでした。 ● キッコーマングループ認証書

　1997年、野田プラント（現キッコーマン食品野田工場製造
第1部）がISO14001を取得しました。これは、日本の食品製造
業界で最初の取得でした。その後、各工場、事業所が
ISO14001の取得を続け、現在では、国内外の主要な事業所
のほぼ全てで取得が終了しています。今後さらに、全社的に
ISO14001認証取得を目指し、各事業所に拡大・展開していき
ます。
（注）フードケミファは、岐阜工場が2002年2月、鴨川工場が

2002年10月、埼玉工場が2003年6月に取得しています。

　キッコーマングループがISO14001認証取得を目指すのは、
以下の目的によるものです。
○ 環境保全への社会的責任
○ 利害関係者への環境保証
○ 社内、関係企業の体質強化
○ 環境リスクの回避
○ 企業のイメージアップ

（２）一括認証取得活動経緯
＜社会・環境報告書2010・22頁「中長期環境方針」参照＞

　キッコーマングループは、2011年度までにISO14001の一
括認証を取得する目標を定め、2009年度より取得に向けての
具体的な活動を開始しました。

＜社会・環境報告書2010・WEB版27頁「2009年度の結果
　総括」参照＞

9月

10月

11月
12月
1月
2月
3月

一括認証取得に向けた新しい環境マネジメント推進体
制の確立
一括認証取得理由の啓発活動を開始
認証機関の決定
マニュアル原案策定を開始
ワーキンググループを結成、定期会合をスタート
環境保全推進委員会を開催
マニュアル原案と現場システムとの整合性を確認
作業計画を開示
現場の受け入れ態勢を構築
一括認証取得準備会議を開催
マニュアルの確定

5月
6月

7月
9月
11月
12月
1月

3月
4月

5月
6月

環境方針・目的・目標・マニュアル配布
一括認証取得キックオフ
環境保全推進委員会を開催
運用開始
統括内部監査開始
環境保全推進委員会で進捗チェック
統括内部監査終了
各エリアマネジメントレビュー実施
第一段階（文書）審査 2月まで
統括マネジメントレビュー実施
次年度の目的・目標発信

第二段階（現場）審査
認証取得

【 2009年度 】

【 2010年度 】

【 2011年度 】

＜社会環境報告書2011・19頁「ISO14001の一括取得作業
　進行」参照＞



（１）ISO文書の電子化
＜社会・環境報告書2006・33頁「2005年度の結果総括」参照＞

　2006年2月、キッコーマン食品近畿支社がISO14001の認
証を取得し、これで2005年度までの中期目標としていた事業
所の取得が全て完了しました。

　近畿支社は営業現場であるため、認証取得にあたっては出
来るだけ業務の負荷を少なくし、省人・省時間で効率よく推進
させなければなりませんでした。その対策の一環として取り組
んだのが、社内専用ホームページ（イントラネット）を立ち上
げて文書管理を行う、完全ペーパレス化でした。社員がイント
ラネット左のメニューフレームをクリックすることで、意図する
書類を画面に開くことが出来るようになりました。
　このホームページが活用されるようになり、
○支社全員への情報発信の一元化と情報共有・教育の徹底
○リンク設定による審査・内部環境監査の効率化
○紙資源・印刷コストの削減と資料作成工程の削減
が実現しました。前例のないホームページによる管理でした
が、外部審査からも「使いやすい」と好評でした。今後は、キッ
コーマン環境部のリーダーシップのもとで、システムの軽量化
と質の向上を目指しつつ、他事業所にも電子化を展開する予
定です。
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● ISO14001取得審査（近畿支社）

２）PDCAの活用 ３）社員・従業員・関係業者への環境教育

（１）新人研修
＜社会・環境報告書2008・38頁「2007年度に実施した主な
　環境教育一覧」参照＞

　キッコーマン環境部では、人事部の依頼に基づき、定期入
社した新人に対して、「環境問題全般」「キッコーマングループ
の環境保全活動」を中心にした約1時間の研修を毎年行って
います。2007年度は4月25日に行われましたが、研修内での
質疑応答では、「不法投棄問題」「海外での環境保全活動」「環
境・安全分析センターの業務」「省エネ問題」など、幅広い領域
で熱心なやりとりが行われ、新入社員たちの関心の深さをう
かがうことができました。

＜社会環境報告書2011・19頁「新入社員教育」参照＞

　2010年4月、キッコーマン環境部は、新入社員で構成された
1チーム（10名）に対し、「環境保全活動と企業の社会的責任」
「キッコーマングループの環境理念の意味」から「事故対応の
具体例」に至る幅広い内容の環境教育を行ないました。受講
したチームは、受講内容を自分達なりにまとめて、他の新入社
員にプレゼンテーションを行ない、環境問題の重要性を新入
社員全体（31名）の共通認識に広げました。
　この方式は、新入社員が自分達の視点で環境問題の重要性
を理解し掘り下げる効果をあげました。

【 2010年度 】

● プレゼンテーション風景

（２）新任主幹研修
＜社会・環境報告書2008・38頁「2007年度に実施した主な
　環境教育一覧」参照＞

　キッコーマンでは、職階のひとつに、管理職の第一歩となる
「主幹」というポストを設けています。主幹となると、所属長と
して組織を統括することが期待され、高度な専門知識と経営
管理知識、ビジョンを構築し方針を遂行する能力、組織を管理
統率して運営する力、などの資質を育てることが求められます。
　人事部では、毎年4月に昇格就任する新任主幹に対して、管
理者としての自覚と必須知識を身につけさせるため、「人権啓
発」「コンプライアンス」「経営計画」などを含む1泊2日の研修
を行っていますが、その一部として環境部は「環境への取組
み」を紹介するパートを受け持っています。2007年度は5月16
日に講義を行いました。 

（３）海外赴任者環境研修
＜社会・環境報告書2008・38頁「2007年度に実施した主な
　環境教育一覧」参照＞

　キッコーマンでは、海外赴任者に事前研修を受講させてい
ますが、その中に、海外技術部の依頼に基づく環境研修も含
めています。赴任者の現地における業務内容により1日あるい
は1週間と、異なった研修スケジュールとなりますが、1週間の
場合には以下の内容が基本となっています。

「キッコーマングループの環境保全活動」
「野田工場環境関連設備見学」

「日本における環境関連法規」
「野田市廃棄物処理施設見学」

「ISO14001構築の実践」

「環境関連分析測定実習」

「環境会計」「海外工場監査」「公害防止」
「全体レビュー」 



（１）ISO文書の電子化
＜社会・環境報告書2006・33頁「2005年度の結果総括」参照＞

　2006年2月、キッコーマン食品近畿支社がISO14001の認
証を取得し、これで2005年度までの中期目標としていた事業
所の取得が全て完了しました。

　近畿支社は営業現場であるため、認証取得にあたっては出
来るだけ業務の負荷を少なくし、省人・省時間で効率よく推進
させなければなりませんでした。その対策の一環として取り組
んだのが、社内専用ホームページ（イントラネット）を立ち上
げて文書管理を行う、完全ペーパレス化でした。社員がイント
ラネット左のメニューフレームをクリックすることで、意図する
書類を画面に開くことが出来るようになりました。
　このホームページが活用されるようになり、
○支社全員への情報発信の一元化と情報共有・教育の徹底
○リンク設定による審査・内部環境監査の効率化
○紙資源・印刷コストの削減と資料作成工程の削減
が実現しました。前例のないホームページによる管理でした
が、外部審査からも「使いやすい」と好評でした。今後は、キッ
コーマン環境部のリーダーシップのもとで、システムの軽量化
と質の向上を目指しつつ、他事業所にも電子化を展開する予
定です。
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１日目

２日目

３日目

４日目

５日目

（４）内部環境監査員研修
＜社会・環境報告書2008・38頁「2007年度に実施した主な
　環境教育一覧」参照＞

　キッコーマン環境部では、毎年、社内各事業所の内部環境
監査員候補者（30名前後）などを対象にして、キッコーマング
ループが取得を進めている環境国際規格ISO14001に基づく
内部監査に必要な知識と監査技能を習得するため、外部から
講師を招き、2日間の「ISO14001内部監査員養成講座」を開催
しています。講座終了時点で終了評価を行い、合格者には修
了証が発行されます。
　2007年度は、4月と7月に2回行われ、36名が受講しました。

筆記試験：講義内容に対する筆記試験（選択間題＋記述式
問題）
受講状況評価：発言・発表能カ、演習・グループワークに対
する貢献度を講師が評価
総合評価：上記（1）及び（2）を採点し、合否を決定

ー１日目ー

ISO14001環境マネジメントシステムの基礎
（2時間30分）
「経営資源を環境活動に投入する意味」をテーマ
に、地球環境問題や経営環境の変化、環境マネジ
メントについて解説。
ISO14001規格の解説（2時間）
ISO14001規格、および監査のポイントを解説。
ケーススタディ前半（1時間30分）
企業で実際に起こった複数のケースを提示し、
ISO14001規格との適合性を判断し、さらに有効な
改善策を考える。（グループワーク）

ー２日目ー
ケーススタディ後半（1時間30分）
各グループが判定と改善策を発表、それぞれにつ
いて質疑応答と講評を行う。
ISO14001内部監査のポイント（1時間30分）
内部監査のポイントや期待されていることを明確
にすると共に、効果的な監査手順・手法について
解説する。
内部監査ロールプレイング（2時間）
モデル企業のEMS文書を精査し、各グループが監
査ポイントを整理した上で、ロールプレイング形式
の監査を実施する。

“環境経営の必要性”“監査のポイント”を中心に選
択式・記述式の試験を行う。

【 終了評価 】

【 ISO14001内部監査員養成講座カリキュラム 】

○

○

○

挨拶及び研修ガイダンス（30分）
講義１：

講義２：

演習１：

演習１：

講義３：

演習２：

質疑応答とコースレビュー（30分）
筆記試験（30分）

（１）新人研修
＜社会・環境報告書2008・38頁「2007年度に実施した主な
　環境教育一覧」参照＞

　キッコーマン環境部では、人事部の依頼に基づき、定期入
社した新人に対して、「環境問題全般」「キッコーマングループ
の環境保全活動」を中心にした約1時間の研修を毎年行って
います。2007年度は4月25日に行われましたが、研修内での
質疑応答では、「不法投棄問題」「海外での環境保全活動」「環
境・安全分析センターの業務」「省エネ問題」など、幅広い領域
で熱心なやりとりが行われ、新入社員たちの関心の深さをう
かがうことができました。

＜社会環境報告書2011・19頁「新入社員教育」参照＞

　2010年4月、キッコーマン環境部は、新入社員で構成された
1チーム（10名）に対し、「環境保全活動と企業の社会的責任」
「キッコーマングループの環境理念の意味」から「事故対応の
具体例」に至る幅広い内容の環境教育を行ないました。受講
したチームは、受講内容を自分達なりにまとめて、他の新入社
員にプレゼンテーションを行ない、環境問題の重要性を新入
社員全体（31名）の共通認識に広げました。
　この方式は、新入社員が自分達の視点で環境問題の重要性
を理解し掘り下げる効果をあげました。

（２）新任主幹研修
＜社会・環境報告書2008・38頁「2007年度に実施した主な
　環境教育一覧」参照＞

　キッコーマンでは、職階のひとつに、管理職の第一歩となる
「主幹」というポストを設けています。主幹となると、所属長と
して組織を統括することが期待され、高度な専門知識と経営
管理知識、ビジョンを構築し方針を遂行する能力、組織を管理
統率して運営する力、などの資質を育てることが求められます。
　人事部では、毎年4月に昇格就任する新任主幹に対して、管
理者としての自覚と必須知識を身につけさせるため、「人権啓
発」「コンプライアンス」「経営計画」などを含む1泊2日の研修
を行っていますが、その一部として環境部は「環境への取組
み」を紹介するパートを受け持っています。2007年度は5月16
日に講義を行いました。 

（３）海外赴任者環境研修
＜社会・環境報告書2008・38頁「2007年度に実施した主な
　環境教育一覧」参照＞

　キッコーマンでは、海外赴任者に事前研修を受講させてい
ますが、その中に、海外技術部の依頼に基づく環境研修も含
めています。赴任者の現地における業務内容により1日あるい
は1週間と、異なった研修スケジュールとなりますが、1週間の
場合には以下の内容が基本となっています。

「キッコーマングループの環境保全活動」
「野田工場環境関連設備見学」

「日本における環境関連法規」
「野田市廃棄物処理施設見学」

「ISO14001構築の実践」

「環境関連分析測定実習」

「環境会計」「海外工場監査」「公害防止」
「全体レビュー」 
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（５）ISO現場教育
＜社会・環境報告書2010・WEB27頁「ISO14001の一括認証
　取得」参照＞

　キッコーマングループでは、2011年度までにISO14001の
一括認証を取得する目標を定め、2009年度は取得意義の啓
発、作業体制の構築などの活動を行ないました。
　取得意義の啓発活動の一環として、平成食品では、2009年
度の全社員対象教育と階層別教育に工場全体の環境方針や
環境マネジメントシステム研修を取り入れ、一括認証取得の
ための基礎作りを進めました。
　また、流山キッコーマンでは、作業体制の構築として現場で
のISOコアパーソンの育成を掲げ、社員5名を対象に、月3回、
グループ教育を実施しました。

（６）取引業者への環境教育
＜社会･環境報告書2012・WEB版15頁「取引業者への環境
教育」参照＞

　日本デルモンテは、取引業者と定期的に環境影響の低減に
ついて協議しています。2011年度、長野工場では、環境影響の
大きい業者と年2回協議を実施しました。群馬工場では、営繕
関係10社に工場の環境取組みを説明し協力依頼しました。本
社では、ビル管理会社と輸送会社にISO14001について説明
会を開きました。

（７）排水・廃棄物管理担当者研修会
＜社会･環境報告書2013・19頁「排水・廃棄物管理担当者研
修会」参照＞

　キッコーマングループは、2012年7月、水処理専門企業から
排水処理の専門家を招き、グループ内各事業所の排水管理者
を対象に研修会を開きました。席上では、専門家から排水処
理技術の新しい情報についてレクチャーを受けた後、管理者
から各工場の排水処理場の現状と問題点が発表されました。
また、2013年2月には、廃棄物処理専門企業を招き、廃棄物管
理担当者研修会も実施しました。
　それぞれの研修会終了後に開催された懇親会でも、共通の
話題を持つ同士の交流が深まりました。

＜2012年度記載＞

　2012年7月5日から6日の2日間で外部講師による21名の内
部環境監査員研修を実施しました。この研修は、内部環境監
査員を養成するとともに、環境教育の一環と考えグループ全
体での内部環境監査員の比率を高め、各エリアでの比率20％
以上を目標として実施しています。 

● 長野工場
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４）グループ内の情報交換

（１）キッコーマングループ環境担当者情報交換会
＜社会・環境報告書2007・38頁「環境担当者情報交換会」参照＞

　キッコーマングループで
は、理念の実現と中長期環
境方針達成に向けて、グ
ループ各社の環境担当者
が緊密に連絡を取り合い、
情報交換、問題意識の共
有、技術の向上を目指す
ネットワークを恒常的に機
能させています。
　2005年10月キッコーマングループ内に、キッコーマン、利
根コカ・コーラボトリング、日本デルモンテ、マンズワイン、美
野里フーズ、ヒゲタ醤油、紀文フードケミファ、イトシアの8社
からなる「環境担当者情報交換会」（事務局・キッコーマン環
境部、年度幹事・各社持ち回り）が設置されました。
　毎年、各社環境担当者（2～3名）が集り、「グループ環境保
全統括委員会報告」「出席企業の環境活動報告と質疑応答」
「最新のトピックスについての情報交換」などを行い、終了後
は懇親会を開いて相互の絆を深めています。

　第1回は、2005年12月6日、キッコーマン東京本社で開催。
　第2回は、2006年11月30日、利根コカ・コーラボトリング本
社で開催。

＜社会・環境報告書2008・40頁「グループ内の環境コミュ
　ニケーション」参照＞

　第3回は、2007年11月22日、日本デルモンテ群馬工場で開
催。2006年度までのメンバーから美野里フーズがぬけ、新た
に宝醤油が参加しました。

＜2009年度追加＞

　第4回は、2008年12月9日、マンズワイン勝沼ワイナリーで
開催。環境トッピクスとして、生物多様性とカーボンフットプリ
ントが取り上げられました。

　2006年6月、キッコーマン環
境部主導の下で、キッコーマン
食品野田工場と高砂工場の環
境管理担当者間で環境マネジ
メントシステム運用に関する情
報交換会が開催されました。
　当日は、9時から16時半の日程で、まず野田工場側より、
○ 組織におけるISO14001運用状況
○ 「プラスの環境側面」の考え方と実施状況
○ システム取り組み状況
○ 外部環境監査での観察事項とコメント対応状況
について現状説明を行い、続いて高砂工場の現状に照らしの
質疑応答と意見交換がなされました。 
　ISO14001システムについての情報を、同じ製品（しょうゆ）
を製造する工場同士で交換、共有する機会が持てたことは、
担当者間の協力機運の高まりと共に、システム運用の精度が
深まり、ひいては環境保全活動全体の質の向上に役立った、
と好評でした。初めての試みでしたが、EMS事務局間交流を
今後も進めていくための良いスタートとなりました。

（３）高砂工場環境対策委員会
＜社会・環境報告書2008・37頁「2007年度の結果総括」参照＞

　2007年3月、キッコーマン食品高砂工場の環境保全活動の
レベルアップを目指し、工場全体における環境面の課題を検
討して必要な対策を講ずる委員会として、リーダー・工場長、
サブリーダー・環境部長、メンバー・高砂工場の製造、品質管

【 2007年度 】

【 2008年度 】

【 2009年度 】

【 2010年度 】

＜社会・環境報告書2010・WEB版27頁「現場での情報交換」参照＞

　本懇談会の趣旨は、新環境マネ
ジメント推進体制下の「キッコー
マングループ環境担当者情報交
換会」に引き継がれることとなり、
2009年9月に開かれた第8回懇
談会をもって終了となりました。

（６）環境ヒヤリハットの実施
＜社会環境報告書2013・WEB版16頁「環境ヒヤリハットの実
施」　参照＞

　キッコーマングループは、
2012年度より、環境マネジメント
強化の一環として、環境ヒヤリ
ハット活動を始めました。これ
は、これまで実施されていた環境
事故発生・処理報告の前の段階
で、環境事故に結び付く可能性を秘めた事象（ヒヤリとしたり
ハッとしたりした経験）の状況、原因、対策を報告し、その情報
を各事業所間で共有することで、環境事故の事前抑止能力を
高めようとするものです。

（７）グループ連携の強化
＜社会環境報告書2013・WEB版18頁「環境コミュニケーショ
ン」　参照＞

　キッコーマン（株）環境部では、
2012年度より、部員2名がグルー
プ内21事業所の環境管理部署を
個別に訪問し、実務管理者を対
象に、CO2削減状況と環境管理状
況などの意見交換、環境保全活
動の総括と環境関連法規の説明などを行いました。これは、実
施現場と統括事務局間とのコミュニケーションを密にし、グ
ループ連携の広がりを強化することを目的としたものです。

（１）ISO14001未取得事業所
＜社会環境報告書2011・WEB版19頁「内部環境監査の推進」
　参照＞

　2010年度には、グループ内の
ISO14001未取得事業所の内、環
境負荷の大きい事業（製造、大規
模事務所、病院）の内部監査を実
施しました。対象となったのは、
国内では、宝醤油（7月）、キッ
コーマン総合病院(7月)、総武物
流（8月）、日本醤油工業（10月）、海外では、PKZ（中国石家荘・
10月）でした。この内、宝醤油、総武物流、日本醤油工業、PKZ
での監査は、今回が初めての実施でしたが、いずれも滞りなく
遂行されました。

（２）クロス内部監査の実施
＜社会環境報告書2013・16頁「クロス内部監査の実施」参照＞

　キッコーマングループは、
2 0 1 2 年度より、各事業所が
ISO14001の規格に基づいて実
施している内部監査に他事業所
の内部監査員が加わる、クロス
内部監査を始めました。これは、
各事業所間でISO14001推進シ
ステムのレベル合わせをすると共に、担当者相互のコミュニ
ケーションを密にすることを目的としたものです。内部監査に
新しい視点が加わることは、内部監査員の実力や監査業務の
質の向上にもつながり、現場でも好評でした。

（３）アメリカ ウィスコンシン工場とカリフォルニア工場
＜社会・環境報告書2007・33頁記載「2006年度の結果総括」
　参照＞

　キッコーマン環境部は、毎年、
海外（アメリカ、ヨーロッパ、アジ
ア）の1地域を順に選び、その地
域に所在するグループ企業の環
境監査を実施しています。
　2006年度はアメリカ地域が

＜2010年度追加＞

　新たに構成されたキッコーマングループ環境マネジメント
推進体制に組み込まれ、体制図に記載される会議体となりま
した。メンバーの再構成が行われるため、2009年度の開催は
行われませんでした。

＜社会・環境報告書2011・13頁「環境マネジメント推進体制」
　参照＞

　第5回は、2010年9月10日、環境マネジメント推進の一環と
してキッコーマン東京本社で開かれました。

（２）野田・高砂工場情報交換会
＜社会・環境報告書2007・33頁「2006年度の結果総括」参照＞

理、設備、総務各部署の責任者による「高砂環境対策委員会」
が設置されました。委員会の下には現場担当者と環境部員に
よるワーキンググループがおかれ、現場での環境保全課題、
危機管理のあり方などを検討し、委員会に報告、提案しまし
た。その結果、工場内での環境保全マニュアルなどが再整備
され、保全活動全体のレベルがさらに向上しました。環境部も
情報提供、保全活動指導などに積極的に関与しました。委員
会は、2008年4月に開催された第4回の会合をもって、当初の
目的が達せられたことを確認し、解散しました。

（４）環境関連法令の情報共有
＜社会・環境報告書2008・40頁「環境関連法令の情報共有」
　参照＞

　キッコーマン環境部では、部内に環境情報連絡委員会を設
置し、法令などの改正に関し、各方面から送られてくる情報
や、官報（インターネット）、各種刊行物、講演会、関連団体など
を介して知りえた情報を吟味し、簡単な解説を加え、キッコー
マングループ内担当者（キッコーマン主要事業所、グループ内
企業）に随時メール発信を行うシステムを整えました。この
他、環境担当者情報交換会などの会合の場を借りての説明、
あるいは必要な場合には特別説明会の開催なども行い、法令
情報の徹底化を図っています。頻繁に改正が加えられ、担当
者個人での緻密なフォローが難しい法令に対して、組織的に
対応するシステムとして好評を得ています。

（５）野田・流山環境保全懇談会
＜社会・環境報告書2009・43頁「2008年度の結果総括」参照＞

　野田・流山環境保全懇談会は、環境保全・公害防止に関す
る社会情勢の理解を深め、現場での問題解決力と環境保全努
力の向上を目指して、原則年2回（2月、8月）定期的に開催され
ている会合で、2006年8月にスタートしました。キッコーマン
環境部の主導の下で、野田市と流山市に所在するグループ企
業（キッコーマン食品、流山キッコーマン、平成食品工業、江
戸川食品）の工場における環境保全関係者（所属長、大気･水
質･廃棄物管理者および代理）と、キッコーマン生産管理部、
研究開発本部の担当者が出席しています。会合では、
○ 環境部からの情報提供
○ 現場からの問題提起と成果報告
○ 環境保全委員会など上部組織への提案取りまとめ
○ 他工場、グループ企業との情報交換
○ 環境保全技術・知識の習得
などが行われています。

対象となり、10月、Kikkoman Foods,Inc.の2工場（ウィスコンシ
ン工場とカリフォルニア工場）で環境監査が行われました。
　8月、監査に先立って現地にアンケートを送付して基礎情報
を入手し、10月、環境部員1名が現地を訪れ、工場責任者、担
当者と情報交換会をひらくとともに、工場や関連施設の視察
を行いました。

事業所概要
○環境方針の内容、展開
○ISO14001対応
○副産物の量と処理法
○廃棄物の種類、量、処理法
○排水の量、処理法
○大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、土壌汚染、地盤沈下など
○行政や住民との関係
○環境に関する国内情勢

○環境部より環境情報報告
○現地環境情報の説明
○事業所概要
　○lSO14001について
　○環境方針
　　○認証維持審査内容状況はどうか
　　○運用上の間題点
　　○法的要求事項(法律的に何か間題になったか)
　　○緊急対応(何かあったか、何が考えられるか)
　　○環境対策
　○副産物の再生利用方法
　　○廃棄物の処理方法
　　○排水処理
　　○大気汚染他
　　○行政や近隣住民からの意見や苦情とその対処
　　○アメリカ国内の情勢
　○環境に対する住民の意識
　　○炭酸ガス排出削減の動向
　　○排出権取引、環境税の動向
　　○CSRの動向

○ 操業状況
○ 公害問題対策
○ 廃棄物・副産物対策
○ 環境マネジメントシステム運用
○ アメリカにおける環境対応、環境への意識
○ 廃棄物処理業社視察
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（１）キッコーマングループ環境担当者情報交換会
＜社会・環境報告書2007・38頁「環境担当者情報交換会」参照＞

　キッコーマングループで
は、理念の実現と中長期環
境方針達成に向けて、グ
ループ各社の環境担当者
が緊密に連絡を取り合い、
情報交換、問題意識の共
有、技術の向上を目指す
ネットワークを恒常的に機
能させています。
　2005年10月キッコーマングループ内に、キッコーマン、利
根コカ・コーラボトリング、日本デルモンテ、マンズワイン、美
野里フーズ、ヒゲタ醤油、紀文フードケミファ、イトシアの8社
からなる「環境担当者情報交換会」（事務局・キッコーマン環
境部、年度幹事・各社持ち回り）が設置されました。
　毎年、各社環境担当者（2～3名）が集り、「グループ環境保
全統括委員会報告」「出席企業の環境活動報告と質疑応答」
「最新のトピックスについての情報交換」などを行い、終了後
は懇親会を開いて相互の絆を深めています。

　2006年6月、キッコーマン環
境部主導の下で、キッコーマン
食品野田工場と高砂工場の環
境管理担当者間で環境マネジ
メントシステム運用に関する情
報交換会が開催されました。
　当日は、9時から16時半の日程で、まず野田工場側より、
○ 組織におけるISO14001運用状況
○ 「プラスの環境側面」の考え方と実施状況
○ システム取り組み状況
○ 外部環境監査での観察事項とコメント対応状況
について現状説明を行い、続いて高砂工場の現状に照らしの
質疑応答と意見交換がなされました。 
　ISO14001システムについての情報を、同じ製品（しょうゆ）
を製造する工場同士で交換、共有する機会が持てたことは、
担当者間の協力機運の高まりと共に、システム運用の精度が
深まり、ひいては環境保全活動全体の質の向上に役立った、
と好評でした。初めての試みでしたが、EMS事務局間交流を
今後も進めていくための良いスタートとなりました。

（３）高砂工場環境対策委員会
＜社会・環境報告書2008・37頁「2007年度の結果総括」参照＞

　2007年3月、キッコーマン食品高砂工場の環境保全活動の
レベルアップを目指し、工場全体における環境面の課題を検
討して必要な対策を講ずる委員会として、リーダー・工場長、
サブリーダー・環境部長、メンバー・高砂工場の製造、品質管

＜社会・環境報告書2010・WEB版27頁「現場での情報交換」参照＞

　本懇談会の趣旨は、新環境マネ
ジメント推進体制下の「キッコー
マングループ環境担当者情報交
換会」に引き継がれることとなり、
2009年9月に開かれた第8回懇
談会をもって終了となりました。

（６）環境ヒヤリハットの実施
＜社会環境報告書2013・WEB版16頁「環境ヒヤリハットの実
施」　参照＞

　キッコーマングループは、
2012年度より、環境マネジメント
強化の一環として、環境ヒヤリ
ハット活動を始めました。これ
は、これまで実施されていた環境
事故発生・処理報告の前の段階
で、環境事故に結び付く可能性を秘めた事象（ヒヤリとしたり
ハッとしたりした経験）の状況、原因、対策を報告し、その情報
を各事業所間で共有することで、環境事故の事前抑止能力を
高めようとするものです。

（７）グループ連携の強化
＜社会環境報告書2013・WEB版18頁「環境コミュニケーショ
ン」　参照＞

　キッコーマン（株）環境部では、
2012年度より、部員2名がグルー
プ内21事業所の環境管理部署を
個別に訪問し、実務管理者を対
象に、CO2削減状況と環境管理状
況などの意見交換、環境保全活
動の総括と環境関連法規の説明などを行いました。これは、実
施現場と統括事務局間とのコミュニケーションを密にし、グ
ループ連携の広がりを強化することを目的としたものです。

（１）ISO14001未取得事業所
＜社会環境報告書2011・WEB版19頁「内部環境監査の推進」
　参照＞

　2010年度には、グループ内の
ISO14001未取得事業所の内、環
境負荷の大きい事業（製造、大規
模事務所、病院）の内部監査を実
施しました。対象となったのは、
国内では、宝醤油（7月）、キッ
コーマン総合病院(7月)、総武物
流（8月）、日本醤油工業（10月）、海外では、PKZ（中国石家荘・
10月）でした。この内、宝醤油、総武物流、日本醤油工業、PKZ
での監査は、今回が初めての実施でしたが、いずれも滞りなく
遂行されました。

（２）クロス内部監査の実施
＜社会環境報告書2013・16頁「クロス内部監査の実施」参照＞

　キッコーマングループは、
2 0 1 2 年度より、各事業所が
ISO14001の規格に基づいて実
施している内部監査に他事業所
の内部監査員が加わる、クロス
内部監査を始めました。これは、
各事業所間でISO14001推進シ
ステムのレベル合わせをすると共に、担当者相互のコミュニ
ケーションを密にすることを目的としたものです。内部監査に
新しい視点が加わることは、内部監査員の実力や監査業務の
質の向上にもつながり、現場でも好評でした。

（３）アメリカ ウィスコンシン工場とカリフォルニア工場
＜社会・環境報告書2007・33頁記載「2006年度の結果総括」
　参照＞

　キッコーマン環境部は、毎年、
海外（アメリカ、ヨーロッパ、アジ
ア）の1地域を順に選び、その地
域に所在するグループ企業の環
境監査を実施しています。
　2006年度はアメリカ地域が

理、設備、総務各部署の責任者による「高砂環境対策委員会」
が設置されました。委員会の下には現場担当者と環境部員に
よるワーキンググループがおかれ、現場での環境保全課題、
危機管理のあり方などを検討し、委員会に報告、提案しまし
た。その結果、工場内での環境保全マニュアルなどが再整備
され、保全活動全体のレベルがさらに向上しました。環境部も
情報提供、保全活動指導などに積極的に関与しました。委員
会は、2008年4月に開催された第4回の会合をもって、当初の
目的が達せられたことを確認し、解散しました。

（４）環境関連法令の情報共有
＜社会・環境報告書2008・40頁「環境関連法令の情報共有」
　参照＞

　キッコーマン環境部では、部内に環境情報連絡委員会を設
置し、法令などの改正に関し、各方面から送られてくる情報
や、官報（インターネット）、各種刊行物、講演会、関連団体など
を介して知りえた情報を吟味し、簡単な解説を加え、キッコー
マングループ内担当者（キッコーマン主要事業所、グループ内
企業）に随時メール発信を行うシステムを整えました。この
他、環境担当者情報交換会などの会合の場を借りての説明、
あるいは必要な場合には特別説明会の開催なども行い、法令
情報の徹底化を図っています。頻繁に改正が加えられ、担当
者個人での緻密なフォローが難しい法令に対して、組織的に
対応するシステムとして好評を得ています。

（５）野田・流山環境保全懇談会
＜社会・環境報告書2009・43頁「2008年度の結果総括」参照＞

　野田・流山環境保全懇談会は、環境保全・公害防止に関す
る社会情勢の理解を深め、現場での問題解決力と環境保全努
力の向上を目指して、原則年2回（2月、8月）定期的に開催され
ている会合で、2006年8月にスタートしました。キッコーマン
環境部の主導の下で、野田市と流山市に所在するグループ企
業（キッコーマン食品、流山キッコーマン、平成食品工業、江
戸川食品）の工場における環境保全関係者（所属長、大気･水
質･廃棄物管理者および代理）と、キッコーマン生産管理部、
研究開発本部の担当者が出席しています。会合では、
○ 環境部からの情報提供
○ 現場からの問題提起と成果報告
○ 環境保全委員会など上部組織への提案取りまとめ
○ 他工場、グループ企業との情報交換
○ 環境保全技術・知識の習得
などが行われています。

対象となり、10月、Kikkoman Foods,Inc.の2工場（ウィスコンシ
ン工場とカリフォルニア工場）で環境監査が行われました。
　8月、監査に先立って現地にアンケートを送付して基礎情報
を入手し、10月、環境部員1名が現地を訪れ、工場責任者、担
当者と情報交換会をひらくとともに、工場や関連施設の視察
を行いました。

事業所概要
○環境方針の内容、展開
○ISO14001対応
○副産物の量と処理法
○廃棄物の種類、量、処理法
○排水の量、処理法
○大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、土壌汚染、地盤沈下など
○行政や住民との関係
○環境に関する国内情勢

○環境部より環境情報報告
○現地環境情報の説明
○事業所概要
　○lSO14001について
　○環境方針
　　○認証維持審査内容状況はどうか
　　○運用上の間題点
　　○法的要求事項(法律的に何か間題になったか)
　　○緊急対応(何かあったか、何が考えられるか)
　　○環境対策
　○副産物の再生利用方法
　　○廃棄物の処理方法
　　○排水処理
　　○大気汚染他
　　○行政や近隣住民からの意見や苦情とその対処
　　○アメリカ国内の情勢
　○環境に対する住民の意識
　　○炭酸ガス排出削減の動向
　　○排出権取引、環境税の動向
　　○CSRの動向

○ 操業状況
○ 公害問題対策
○ 廃棄物・副産物対策
○ 環境マネジメントシステム運用
○ アメリカにおける環境対応、環境への意識
○ 廃棄物処理業社視察
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キッコーマングループ 環境保全活動事例集

65

（１）キッコーマングループ環境担当者情報交換会
＜社会・環境報告書2007・38頁「環境担当者情報交換会」参照＞

　キッコーマングループで
は、理念の実現と中長期環
境方針達成に向けて、グ
ループ各社の環境担当者
が緊密に連絡を取り合い、
情報交換、問題意識の共
有、技術の向上を目指す
ネットワークを恒常的に機
能させています。
　2005年10月キッコーマングループ内に、キッコーマン、利
根コカ・コーラボトリング、日本デルモンテ、マンズワイン、美
野里フーズ、ヒゲタ醤油、紀文フードケミファ、イトシアの8社
からなる「環境担当者情報交換会」（事務局・キッコーマン環
境部、年度幹事・各社持ち回り）が設置されました。
　毎年、各社環境担当者（2～3名）が集り、「グループ環境保
全統括委員会報告」「出席企業の環境活動報告と質疑応答」
「最新のトピックスについての情報交換」などを行い、終了後
は懇親会を開いて相互の絆を深めています。

　2006年6月、キッコーマン環
境部主導の下で、キッコーマン
食品野田工場と高砂工場の環
境管理担当者間で環境マネジ
メントシステム運用に関する情
報交換会が開催されました。
　当日は、9時から16時半の日程で、まず野田工場側より、
○ 組織におけるISO14001運用状況
○ 「プラスの環境側面」の考え方と実施状況
○ システム取り組み状況
○ 外部環境監査での観察事項とコメント対応状況
について現状説明を行い、続いて高砂工場の現状に照らしの
質疑応答と意見交換がなされました。 
　ISO14001システムについての情報を、同じ製品（しょうゆ）
を製造する工場同士で交換、共有する機会が持てたことは、
担当者間の協力機運の高まりと共に、システム運用の精度が
深まり、ひいては環境保全活動全体の質の向上に役立った、
と好評でした。初めての試みでしたが、EMS事務局間交流を
今後も進めていくための良いスタートとなりました。

（３）高砂工場環境対策委員会
＜社会・環境報告書2008・37頁「2007年度の結果総括」参照＞

　2007年3月、キッコーマン食品高砂工場の環境保全活動の
レベルアップを目指し、工場全体における環境面の課題を検
討して必要な対策を講ずる委員会として、リーダー・工場長、
サブリーダー・環境部長、メンバー・高砂工場の製造、品質管

５）内部環境監査＜社会・環境報告書2010・WEB版27頁「現場での情報交換」参照＞

　本懇談会の趣旨は、新環境マネ
ジメント推進体制下の「キッコー
マングループ環境担当者情報交
換会」に引き継がれることとなり、
2009年9月に開かれた第8回懇
談会をもって終了となりました。

（６）環境ヒヤリハットの実施
＜社会環境報告書2013・WEB版16頁「環境ヒヤリハットの実
施」　参照＞

　キッコーマングループは、
2012年度より、環境マネジメント
強化の一環として、環境ヒヤリ
ハット活動を始めました。これ
は、これまで実施されていた環境
事故発生・処理報告の前の段階
で、環境事故に結び付く可能性を秘めた事象（ヒヤリとしたり
ハッとしたりした経験）の状況、原因、対策を報告し、その情報
を各事業所間で共有することで、環境事故の事前抑止能力を
高めようとするものです。

（７）グループ連携の強化
＜社会環境報告書2013・WEB版18頁「環境コミュニケーショ
ン」　参照＞

　キッコーマン（株）環境部では、
2012年度より、部員2名がグルー
プ内21事業所の環境管理部署を
個別に訪問し、実務管理者を対
象に、CO2削減状況と環境管理状
況などの意見交換、環境保全活
動の総括と環境関連法規の説明などを行いました。これは、実
施現場と統括事務局間とのコミュニケーションを密にし、グ
ループ連携の広がりを強化することを目的としたものです。

（１）ISO14001未取得事業所
＜社会環境報告書2011・WEB版19頁「内部環境監査の推進」
　参照＞

　2010年度には、グループ内の
ISO14001未取得事業所の内、環
境負荷の大きい事業（製造、大規
模事務所、病院）の内部監査を実
施しました。対象となったのは、
国内では、宝醤油（7月）、キッ
コーマン総合病院(7月)、総武物
流（8月）、日本醤油工業（10月）、海外では、PKZ（中国石家荘・
10月）でした。この内、宝醤油、総武物流、日本醤油工業、PKZ
での監査は、今回が初めての実施でしたが、いずれも滞りなく
遂行されました。

（２）クロス内部監査の実施
＜社会環境報告書2013・16頁「クロス内部監査の実施」参照＞

　キッコーマングループは、
2 0 1 2 年度より、各事業所が
ISO14001の規格に基づいて実
施している内部監査に他事業所
の内部監査員が加わる、クロス
内部監査を始めました。これは、
各事業所間でISO14001推進シ
ステムのレベル合わせをすると共に、担当者相互のコミュニ
ケーションを密にすることを目的としたものです。内部監査に
新しい視点が加わることは、内部監査員の実力や監査業務の
質の向上にもつながり、現場でも好評でした。

（３）アメリカ ウィスコンシン工場とカリフォルニア工場
＜社会・環境報告書2007・33頁記載「2006年度の結果総括」
　参照＞

　キッコーマン環境部は、毎年、
海外（アメリカ、ヨーロッパ、アジ
ア）の1地域を順に選び、その地
域に所在するグループ企業の環
境監査を実施しています。
　2006年度はアメリカ地域が

理、設備、総務各部署の責任者による「高砂環境対策委員会」
が設置されました。委員会の下には現場担当者と環境部員に
よるワーキンググループがおかれ、現場での環境保全課題、
危機管理のあり方などを検討し、委員会に報告、提案しまし
た。その結果、工場内での環境保全マニュアルなどが再整備
され、保全活動全体のレベルがさらに向上しました。環境部も
情報提供、保全活動指導などに積極的に関与しました。委員
会は、2008年4月に開催された第4回の会合をもって、当初の
目的が達せられたことを確認し、解散しました。

（４）環境関連法令の情報共有
＜社会・環境報告書2008・40頁「環境関連法令の情報共有」
　参照＞

　キッコーマン環境部では、部内に環境情報連絡委員会を設
置し、法令などの改正に関し、各方面から送られてくる情報
や、官報（インターネット）、各種刊行物、講演会、関連団体など
を介して知りえた情報を吟味し、簡単な解説を加え、キッコー
マングループ内担当者（キッコーマン主要事業所、グループ内
企業）に随時メール発信を行うシステムを整えました。この
他、環境担当者情報交換会などの会合の場を借りての説明、
あるいは必要な場合には特別説明会の開催なども行い、法令
情報の徹底化を図っています。頻繁に改正が加えられ、担当
者個人での緻密なフォローが難しい法令に対して、組織的に
対応するシステムとして好評を得ています。

（５）野田・流山環境保全懇談会
＜社会・環境報告書2009・43頁「2008年度の結果総括」参照＞

　野田・流山環境保全懇談会は、環境保全・公害防止に関す
る社会情勢の理解を深め、現場での問題解決力と環境保全努
力の向上を目指して、原則年2回（2月、8月）定期的に開催され
ている会合で、2006年8月にスタートしました。キッコーマン
環境部の主導の下で、野田市と流山市に所在するグループ企
業（キッコーマン食品、流山キッコーマン、平成食品工業、江
戸川食品）の工場における環境保全関係者（所属長、大気･水
質･廃棄物管理者および代理）と、キッコーマン生産管理部、
研究開発本部の担当者が出席しています。会合では、
○ 環境部からの情報提供
○ 現場からの問題提起と成果報告
○ 環境保全委員会など上部組織への提案取りまとめ
○ 他工場、グループ企業との情報交換
○ 環境保全技術・知識の習得
などが行われています。

対象となり、10月、Kikkoman Foods,Inc.の2工場（ウィスコンシ
ン工場とカリフォルニア工場）で環境監査が行われました。
　8月、監査に先立って現地にアンケートを送付して基礎情報
を入手し、10月、環境部員1名が現地を訪れ、工場責任者、担
当者と情報交換会をひらくとともに、工場や関連施設の視察
を行いました。

事業所概要
○環境方針の内容、展開
○ISO14001対応
○副産物の量と処理法
○廃棄物の種類、量、処理法
○排水の量、処理法
○大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、土壌汚染、地盤沈下など
○行政や住民との関係
○環境に関する国内情勢

○環境部より環境情報報告
○現地環境情報の説明
○事業所概要
　○lSO14001について
　○環境方針
　　○認証維持審査内容状況はどうか
　　○運用上の間題点
　　○法的要求事項(法律的に何か間題になったか)
　　○緊急対応(何かあったか、何が考えられるか)
　　○環境対策
　○副産物の再生利用方法
　　○廃棄物の処理方法
　　○排水処理
　　○大気汚染他
　　○行政や近隣住民からの意見や苦情とその対処
　　○アメリカ国内の情勢
　○環境に対する住民の意識
　　○炭酸ガス排出削減の動向
　　○排出権取引、環境税の動向
　　○CSRの動向

○ 操業状況
○ 公害問題対策
○ 廃棄物・副産物対策
○ 環境マネジメントシステム運用
○ アメリカにおける環境対応、環境への意識
○ 廃棄物処理業社視察

【 事前アンケート項目 】

【 情報交換会内容 】

【 環境監査報告書項目 】
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＜社会・環境報告書2010・WEB27頁「内部環境監査の推進」参照＞

　2009年10月、KFIウイスコンシン工場とカリフォルニア工場
で、同様の内容の内部監査、現場視察、情報提供を行ないました。

（４）ヨーロ ッパ工場
＜社会・環境報告書2008・37頁「2007年度の結果総括」参照＞

　2007年度はヨーロッパ地域が対象となり、11月、環境部員が
オランダのKIKKOMAN FOODS EUROPE B.V.を訪れました。
事前アンケート＜V-2-5）-（1）参照＞で情報を整理し、現地
で、責任者、担当者と情報交換＊1を行うと共に現場＊2を視察
し、監査報告＊3を取りまとめました。

＊1 「情報交換」
事前アンケートの内容確認（事業内容、環境保全活動、
ISO14001推進状況、現地状況など）、日本の環境情報

紹介、キッコーマングループ環境保全活動紹介など
＊2 「現場視察」
工場環境、キッコーマン風車＜VII-7-1）参照＞、容器包
装リサイクル市場など

＊3 「監査報告」
主要項目：「生産能力と設備状況」「公害対策」「環境マネ
ジメントシステム運用」「行政対応」「その他」

＜社会・環境報告書2009･43頁「2008年度の結果総括」参照＞

　2008年度は11月に、2005年度と同じグループ企業に対し
て環境監査を行い、同時に、環境保全担当者と環境情報交換
を行いました。環境監査の結果では特に要検討事項はありま
せんでした。（京都議定書が批准されるなどの変化があったシ
ンガポールでも、グループ企業として特に検討を要する課題
は発生していませんでした。）

（６）タイ サイアムデルモンテ
＜社会・環境報告書2010・WEB27頁「内部環境監査の推進」
　参照＞

　2010年3月、タイのサイアムデルモンテ社で初めての内部
環境監査を行ないました。サイアムデルモンテ社は、デルモン
テ・アジアがタイ企業と合弁で2004年12月に設立した製造会
社で、タイ東部のトラット県でコーン製品などを生産していま
す。内部環境監査時に、副産物のとうもろこし残さ再生利用現
場も視察しました。監査結果は特に問題とするところもなく、
今後も情報交流を進めていきます。

＜2011年度追加＞

　2010年10月、キッコーマン環境部が内部環境監査を実施し
ました。ここでは、しょうゆ粕を100％飼料化していますので、
その販売促進のためにGMP認証を取得しています。実際に
しょうゆ粕飼料を利用している牧場を視察し、しょうゆ粕の飼
料としての好適性を確認しました。

（５）シンガポール・台湾・中国（昆山）工場
＜社会・環境報告書2006・34頁記載「アジア地域のグループ
　会社に対する環境教育を実施」参照＞

　2005年度はアジア地域が対象となり、11月、昆山統万微生
物科技有限公司（中国）、統萬股份有限公司（台湾）、
KIKKOMAN (S) PTE. LTD.（シンガポール）にキッコーマン環
境部員が現地を訪れ、工場責任者、担当者と情報交換会を開
くとともに、工場や関連施設の視察、現地担当者への環境教
育を行いました。
（事前アンケート、情報交換会、環境監査報告書の内容は、
V-2-5）-（1）参照）
　特にアジア3社では、現地環境担当者を対象に「環境教育」
を実施し、担当者同士の交流を深めました。
○地球環境と保全活動の意味
○保全活動が地域にもたらす効果
○日本や世界各国での環境保全活動
○環境保全活動と企業活動
○環境保全活動の実際例
○廃棄物処理業者視察 など

（７）中国（石家庄）工場
＜社会環境報告書2011・WEB版19頁「内部環境監査の推進」
　参照＞

　2010年10月、中国石家庄にある統万珍極食品有限公司
（PKZ）趙県工場の内部環境監査を行ないました。しょうゆ、
酢、料理酒などを生産しているこの工場は、2005年12月から
操業を始めていましたが、統万珍　食品有限公司趙県工場と
して生産を開始したのは2009年1月からです。今回は初めて
の内部環境監査で、現地スタッフとの意見交換、現場視察など
を行ない、公害対策、排水処理、副産物再生利用等に大きな
問題がないことを確認しました。今後は、地球温暖化防止の
視点でのCO2削減努力について、十分に意思の疎通をはかっ
ていきます。

【 2009年度 】 【 2010年度 】
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＜社会・環境報告書2010・WEB27頁「内部環境監査の推進」参照＞

　2009年10月、KFIウイスコンシン工場とカリフォルニア工場
で、同様の内容の内部監査、現場視察、情報提供を行ないました。

（４）ヨーロ ッパ工場
＜社会・環境報告書2008・37頁「2007年度の結果総括」参照＞

　2007年度はヨーロッパ地域が対象となり、11月、環境部員が
オランダのKIKKOMAN FOODS EUROPE B.V.を訪れました。
事前アンケート＜V-2-5）-（1）参照＞で情報を整理し、現地
で、責任者、担当者と情報交換＊1を行うと共に現場＊2を視察
し、監査報告＊3を取りまとめました。

＊1 「情報交換」
事前アンケートの内容確認（事業内容、環境保全活動、
ISO14001推進状況、現地状況など）、日本の環境情報

紹介、キッコーマングループ環境保全活動紹介など
＊2 「現場視察」
工場環境、キッコーマン風車＜VII-7-1）参照＞、容器包
装リサイクル市場など

＊3 「監査報告」
主要項目：「生産能力と設備状況」「公害対策」「環境マネ
ジメントシステム運用」「行政対応」「その他」

＜社会・環境報告書2009･43頁「2008年度の結果総括」参照＞

　2008年度は11月に、2005年度と同じグループ企業に対し
て環境監査を行い、同時に、環境保全担当者と環境情報交換
を行いました。環境監査の結果では特に要検討事項はありま
せんでした。（京都議定書が批准されるなどの変化があったシ
ンガポールでも、グループ企業として特に検討を要する課題
は発生していませんでした。）

（６）タイ サイアムデルモンテ
＜社会・環境報告書2010・WEB27頁「内部環境監査の推進」
　参照＞

　2010年3月、タイのサイアムデルモンテ社で初めての内部
環境監査を行ないました。サイアムデルモンテ社は、デルモン
テ・アジアがタイ企業と合弁で2004年12月に設立した製造会
社で、タイ東部のトラット県でコーン製品などを生産していま
す。内部環境監査時に、副産物のとうもろこし残さ再生利用現
場も視察しました。監査結果は特に問題とするところもなく、
今後も情報交流を進めていきます。

【 2008年度 】
＜2011年度追加＞

　2010年10月、キッコーマン環境部が内部環境監査を実施し
ました。ここでは、しょうゆ粕を100％飼料化していますので、
その販売促進のためにGMP認証を取得しています。実際に
しょうゆ粕飼料を利用している牧場を視察し、しょうゆ粕の飼
料としての好適性を確認しました。

（５）シンガポール・台湾・中国（昆山）工場
＜社会・環境報告書2006・34頁記載「アジア地域のグループ
　会社に対する環境教育を実施」参照＞

　2005年度はアジア地域が対象となり、11月、昆山統万微生
物科技有限公司（中国）、統萬股份有限公司（台湾）、
KIKKOMAN (S) PTE. LTD.（シンガポール）にキッコーマン環
境部員が現地を訪れ、工場責任者、担当者と情報交換会を開
くとともに、工場や関連施設の視察、現地担当者への環境教
育を行いました。
（事前アンケート、情報交換会、環境監査報告書の内容は、
V-2-5）-（1）参照）
　特にアジア3社では、現地環境担当者を対象に「環境教育」
を実施し、担当者同士の交流を深めました。
○地球環境と保全活動の意味
○保全活動が地域にもたらす効果
○日本や世界各国での環境保全活動
○環境保全活動と企業活動
○環境保全活動の実際例
○廃棄物処理業者視察 など

（７）中国（石家庄）工場
＜社会環境報告書2011・WEB版19頁「内部環境監査の推進」
　参照＞

　2010年10月、中国石家庄にある統万珍極食品有限公司
（PKZ）趙県工場の内部環境監査を行ないました。しょうゆ、
酢、料理酒などを生産しているこの工場は、2005年12月から
操業を始めていましたが、統万珍　食品有限公司趙県工場と
して生産を開始したのは2009年1月からです。今回は初めて
の内部環境監査で、現地スタッフとの意見交換、現場視察など
を行ない、公害対策、排水処理、副産物再生利用等に大きな
問題がないことを確認しました。今後は、地球温暖化防止の
視点でのCO2削減努力について、十分に意思の疎通をはかっ
ていきます。

環境マネジメントの推進Ⅴ



　キッコーマンは、東京ビッグサイトで開催される、日本最大
級の環境配慮型製品展示会「エコプロダクツ展」（新エネル
ギー・産業技術総合開発機構、産業環境管理協会、日本経済
新聞社主催）に2005年より出展しています。

＜社会・環境報告書2006・40頁「エコプロダクツ2005に出展」
　参照＞

　2005年12月15日（木）～12
月17日（土）開催。キッコーマ
ンは、食品の背景にある環境
配慮（開発・生産・販売・消費・
廃棄の環境負荷低減、再資源
化、社会貢献活動など）を、わ
かりやすく展示する「食と環境
を考えるゾーン」にコーナー
参加し、副産物（しょうゆ粕、
しょうゆ油、トマトの皮、ブドウの種）の有効利用実態を中心に
展示しました。
　期間中、会場には14万人を越える入場者があり、キッコー
マン・コーナーでも、中学生徒から一般の人に到るまで、幅広
い年齢層から熱心な質問を受けました。

＜2007年度追加＞

　2006年12月14日（木）～16
日（土）開催。キッコーマンは、
未来志向の食品を展示する
「食の未来コーナー」にブース
を出展し、しょうゆ粕やしょう
ゆ油の資源循環型再利用に
ついてパネル展示を行いまし
た。また、「食の広場ステージ」
では、しょうゆ粕、しょうゆ油、
原料くずが、それぞれ「家畜の飼料」「養殖魚の飼料」「田畑肥
料」として再生利用されている実例を示し、クイズを交えた講
演を行い、好評でした。

＜2008年度追加＞

　2007年12月13日（木）～15日（土）開催。キッコーマンは「食
べ物の力」コーナーに環境部とプロダクトマネージャー室が
共同で出展し、日本デルモンテの新商品「完熟カットトマト」な
どに採用した地球環境にやさしい紙容器・テトラリカルト
＜Ⅵ-3-12）参照＞と、キッコーマングループの環境保全活動

【 2005年 】

【 2006年 】

【 2007年 】

１．環境情報の収集と開示

１）エコプロダクツ の説明を行いました。ブースは小中学生を含めた大勢の人で
賑わい、新しい紙容器などについて熱心な質問がたくさん寄
せられました。

＜2009年度追加＞

　2008年12月11日（木）～13
日（土）開催。キッコーマンは
｢食からはじまるエコライフ｣
コーナーに、しょうゆ製造プロ
セスと農薬検出プロセスの模
型展示、副産物再生利用の代
表例としての飼料「フレッシュ
ミール」の展示を行いました。
模型展示には多くの関心と質
問が寄せられた他、特別展示された「卓上しょうゆびん」の大
型模型を背景に記念撮影をされる方々もおられました。

＜2010年度追加＞

　2009年12月10日（木）～12日(土)開催。キッコーマングルー
プは、持ち株会社制移行のご挨拶と、「副産物の再生利用
（しょうゆ粕、しょうゆ油、おから、ジュース搾汁繊維）と、環境に
やさしい容器（しょうゆ750mℓ・500mℓ新ボトル、軽量化し
たワインスタンダードびん720mℓ、透明化・減量化した料理
酒ボトル、テトラリカルト容器）」を、キッコーマングループ色
を活かしたコンパクトなブースに展示しました。3日間で18万
人以上が訪れた会場は熱気にあふれ、キッコーマングループ
の環境保全体制にも熱心な質問が多数寄せられました。

＜2011年度追加＞

　2010年12月9日（木）～11
日（土）開催。キッコーマング
ループは、キッコーマン、フー
ドケミファ、日本デルモンテを
中心に、グループの環境保全
活動（生物多様性、炭酸ガス
削減等）や環境に配慮した製
品（容器、副産物等）を紹介し
ました。

【 2011年 】
＜社会･環境報告書2012・WEB版16頁「2011年度に実施した
　主な環境コミュニケーション一覧」参照＞

　キッコーマングループは、12月15～17日、東京ビックサイト
で開かれたエコプロダクツ2011に出展し、「おいしく料理し食

【 2008年 】

【 2009年 】

【 2010年 】

べ残しを少なくするしょうゆ
力」「生物多様性保全」「副産
物・廃棄物有効利用」を紹介し
ました。展示会には会期中約
182,000人が訪れ、環境活動
や環境教育に高い関心を見
せていました。

【 2012年 】
＜2013年度追加＞

　キッコーマングループは、
2012年12月13日（木）～15日
(土)、東京ビッグサイトで開か
れたエコプロダクツ2012に出
展し、「おいしい記憶は豊かな
自然から」をテーマに、自然の
恵みである原材料を使って
100万tの製品をお届けしてい
るグループ各社の、自然の力
を守る環境保全努力を紹介し
ました。

　2004年9月25日、千葉市高
度ポリテクセンターで開かれ
た環境シンポジウム2004千
葉会場第5分科会「循環型社
会を目指して」で、キッコーマ
ン環境部が「キッコーマング
ループの環境問題への取り組
み」を発表しました。

　2005年1月20日、東京海洋
大学品川リエゾンセンターで
開催された、市民や学生を対
象にした環境公開セミナー「身
近な水や廃棄物等から環境問
題を考える」に参加し、キッ
コーマングループ環境保全活
動の一例として「水質分析と副
産物の養殖魚への利用」を発
表しました。

　2006年3月21日、千葉大学
松戸キャンパス（園芸学部）と
柏の葉キャンパス（環境健康
都市園芸フィールド科学教育
研究センター）がISO14001認
証を取得したのを記念し、千
葉大学松戸キャンパスで、「大
学発　環境マネジメントの展
開」というタイトルのシンポジ
ウムが開かれました。
　このシンポジウムは、大学が環境に関する研究・教育を行う
場としての利点を活かしながら、産業や地域社会とどのように
連携していけるか―― 大学と産業・地域との連携のあり方、
可能性を探ることを狙いとしていました。特に、千葉大学が学
生の主体的な環境活動に対して与えている「環境マネジメン
ト実務士」認定が、環境マネジメント専門家を育成する出発点
となりうるかどうかに関心が寄せられていました。

　シンポジウムでは、中島恵理さん（環境省水・大気環境局水
環境課課長補佐）が「持続可能な社会形成のために」と題する
基調講演を行い、引き続き、キッコーマンから、キッコーマン
グループの環境保全活動とISO14001への取り組みを具体的
に紹介し、環境経営に関わる動脈系産業（製造、サービス、流
通）と静脈系産業（副産物・廃棄物処理、再生処理）が「安全と
安心」というキーワードを軸にしっかりと循環を繰り返し続け
ることが、企業の持続発展につながる、と訴えました。

　続いて開かれたパネルディスカッションには、パネリストと
して、中島恵理さんの他に、古在豊樹千葉大学長、伊藤泰志富

士通FIB環境システム部プロジェクト課長、千葉大学ISO学生
委員会委員長および地区委員長、そしてキッコーマンから環
境部が参加しました。ディスカッションの中で、当社は、ISO実
務者とは企業においてどのような活動をし、どのような能力を
求められているかを説明しました。
　シンポジウムのあとで、千葉大学より、「キッコーマン環境
部に学生インターンを受け入れられないか｣という打診があ
り、お受けすることになりました。＜Ⅵ-1-5）参照＞

　2006年3月に千葉大学で行われたシンポジウム「大学発　
環境マネジメントの展開」において、キッコーマン環境部が企
業における環境マネジメントの実態を紹介した時、千葉大学
から「キッコーマン環境部に学生インターンを受け入れられ
ないか｣という打診を受け、本件が実現しました。

【 2006年 】
＜社会・環境報告書2007・34頁「環境インターンシップの受け
　入れ」参照＞

　千葉大学は、キッコーマン環境部における30時間の環境保
全実務学習を、環境に関する単位1単位と認定し、2006年8月
21日から5日間、3年生1名を派遣してきました。
　受け入れたキッコーマンは、5日間のカリキュラムを以下の
ように組み立てました。

環境コミュニケーションの推進Ⅵ
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　キッコーマンは、東京ビッグサイトで開催される、日本最大
級の環境配慮型製品展示会「エコプロダクツ展」（新エネル
ギー・産業技術総合開発機構、産業環境管理協会、日本経済
新聞社主催）に2005年より出展しています。

＜社会・環境報告書2006・40頁「エコプロダクツ2005に出展」
　参照＞

　2005年12月15日（木）～12
月17日（土）開催。キッコーマ
ンは、食品の背景にある環境
配慮（開発・生産・販売・消費・
廃棄の環境負荷低減、再資源
化、社会貢献活動など）を、わ
かりやすく展示する「食と環境
を考えるゾーン」にコーナー
参加し、副産物（しょうゆ粕、
しょうゆ油、トマトの皮、ブドウの種）の有効利用実態を中心に
展示しました。
　期間中、会場には14万人を越える入場者があり、キッコー
マン・コーナーでも、中学生徒から一般の人に到るまで、幅広
い年齢層から熱心な質問を受けました。

＜2007年度追加＞

　2006年12月14日（木）～16
日（土）開催。キッコーマンは、
未来志向の食品を展示する
「食の未来コーナー」にブース
を出展し、しょうゆ粕やしょう
ゆ油の資源循環型再利用に
ついてパネル展示を行いまし
た。また、「食の広場ステージ」
では、しょうゆ粕、しょうゆ油、
原料くずが、それぞれ「家畜の飼料」「養殖魚の飼料」「田畑肥
料」として再生利用されている実例を示し、クイズを交えた講
演を行い、好評でした。

＜2008年度追加＞

　2007年12月13日（木）～15日（土）開催。キッコーマンは「食
べ物の力」コーナーに環境部とプロダクトマネージャー室が
共同で出展し、日本デルモンテの新商品「完熟カットトマト」な
どに採用した地球環境にやさしい紙容器・テトラリカルト
＜Ⅵ-3-12）参照＞と、キッコーマングループの環境保全活動

２）環境シンポジウム2004千葉会議での発表
　＜環境経営報告書2005・20頁「環境シンポジウム2004

千葉会議」参照＞

３）東京海洋大学環境公開セミナーでの講義
　＜環境経営報告書2005・20頁「東京海洋大学環境公開

セミナー」参照＞

４）千葉大環境シンボジウム
　＜社会・環境報告書2006・40頁「千葉大学の環境シン

ポジウムに参加」参照＞

の説明を行いました。ブースは小中学生を含めた大勢の人で
賑わい、新しい紙容器などについて熱心な質問がたくさん寄
せられました。

＜2009年度追加＞

　2008年12月11日（木）～13
日（土）開催。キッコーマンは
｢食からはじまるエコライフ｣
コーナーに、しょうゆ製造プロ
セスと農薬検出プロセスの模
型展示、副産物再生利用の代
表例としての飼料「フレッシュ
ミール」の展示を行いました。
模型展示には多くの関心と質
問が寄せられた他、特別展示された「卓上しょうゆびん」の大
型模型を背景に記念撮影をされる方々もおられました。

＜2010年度追加＞

　2009年12月10日（木）～12日(土)開催。キッコーマングルー
プは、持ち株会社制移行のご挨拶と、「副産物の再生利用
（しょうゆ粕、しょうゆ油、おから、ジュース搾汁繊維）と、環境に
やさしい容器（しょうゆ750mℓ・500mℓ新ボトル、軽量化し
たワインスタンダードびん720mℓ、透明化・減量化した料理
酒ボトル、テトラリカルト容器）」を、キッコーマングループ色
を活かしたコンパクトなブースに展示しました。3日間で18万
人以上が訪れた会場は熱気にあふれ、キッコーマングループ
の環境保全体制にも熱心な質問が多数寄せられました。

＜2011年度追加＞

　2010年12月9日（木）～11
日（土）開催。キッコーマング
ループは、キッコーマン、フー
ドケミファ、日本デルモンテを
中心に、グループの環境保全
活動（生物多様性、炭酸ガス
削減等）や環境に配慮した製
品（容器、副産物等）を紹介し
ました。

【 2011年 】
＜社会･環境報告書2012・WEB版16頁「2011年度に実施した
　主な環境コミュニケーション一覧」参照＞

　キッコーマングループは、12月15～17日、東京ビックサイト
で開かれたエコプロダクツ2011に出展し、「おいしく料理し食

べ残しを少なくするしょうゆ
力」「生物多様性保全」「副産
物・廃棄物有効利用」を紹介し
ました。展示会には会期中約
182,000人が訪れ、環境活動
や環境教育に高い関心を見
せていました。

【 2012年 】
＜2013年度追加＞

　キッコーマングループは、
2012年12月13日（木）～15日
(土)、東京ビッグサイトで開か
れたエコプロダクツ2012に出
展し、「おいしい記憶は豊かな
自然から」をテーマに、自然の
恵みである原材料を使って
100万tの製品をお届けしてい
るグループ各社の、自然の力
を守る環境保全努力を紹介し
ました。

　2004年9月25日、千葉市高
度ポリテクセンターで開かれ
た環境シンポジウム2004千
葉会場第5分科会「循環型社
会を目指して」で、キッコーマ
ン環境部が「キッコーマング
ループの環境問題への取り組
み」を発表しました。

　2005年1月20日、東京海洋
大学品川リエゾンセンターで
開催された、市民や学生を対
象にした環境公開セミナー「身
近な水や廃棄物等から環境問
題を考える」に参加し、キッ
コーマングループ環境保全活
動の一例として「水質分析と副
産物の養殖魚への利用」を発
表しました。

　2006年3月21日、千葉大学
松戸キャンパス（園芸学部）と
柏の葉キャンパス（環境健康
都市園芸フィールド科学教育
研究センター）がISO14001認
証を取得したのを記念し、千
葉大学松戸キャンパスで、「大
学発　環境マネジメントの展
開」というタイトルのシンポジ
ウムが開かれました。
　このシンポジウムは、大学が環境に関する研究・教育を行う
場としての利点を活かしながら、産業や地域社会とどのように
連携していけるか―― 大学と産業・地域との連携のあり方、
可能性を探ることを狙いとしていました。特に、千葉大学が学
生の主体的な環境活動に対して与えている「環境マネジメン
ト実務士」認定が、環境マネジメント専門家を育成する出発点
となりうるかどうかに関心が寄せられていました。

　シンポジウムでは、中島恵理さん（環境省水・大気環境局水
環境課課長補佐）が「持続可能な社会形成のために」と題する
基調講演を行い、引き続き、キッコーマンから、キッコーマン
グループの環境保全活動とISO14001への取り組みを具体的
に紹介し、環境経営に関わる動脈系産業（製造、サービス、流
通）と静脈系産業（副産物・廃棄物処理、再生処理）が「安全と
安心」というキーワードを軸にしっかりと循環を繰り返し続け
ることが、企業の持続発展につながる、と訴えました。

　続いて開かれたパネルディスカッションには、パネリストと
して、中島恵理さんの他に、古在豊樹千葉大学長、伊藤泰志富

士通FIB環境システム部プロジェクト課長、千葉大学ISO学生
委員会委員長および地区委員長、そしてキッコーマンから環
境部が参加しました。ディスカッションの中で、当社は、ISO実
務者とは企業においてどのような活動をし、どのような能力を
求められているかを説明しました。
　シンポジウムのあとで、千葉大学より、「キッコーマン環境
部に学生インターンを受け入れられないか｣という打診があ
り、お受けすることになりました。＜Ⅵ-1-5）参照＞

　2006年3月に千葉大学で行われたシンポジウム「大学発　
環境マネジメントの展開」において、キッコーマン環境部が企
業における環境マネジメントの実態を紹介した時、千葉大学
から「キッコーマン環境部に学生インターンを受け入れられ
ないか｣という打診を受け、本件が実現しました。

【 2006年 】
＜社会・環境報告書2007・34頁「環境インターンシップの受け
　入れ」参照＞

　千葉大学は、キッコーマン環境部における30時間の環境保
全実務学習を、環境に関する単位1単位と認定し、2006年8月
21日から5日間、3年生1名を派遣してきました。
　受け入れたキッコーマンは、5日間のカリキュラムを以下の
ように組み立てました。
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　キッコーマンは、東京ビッグサイトで開催される、日本最大
級の環境配慮型製品展示会「エコプロダクツ展」（新エネル
ギー・産業技術総合開発機構、産業環境管理協会、日本経済
新聞社主催）に2005年より出展しています。

＜社会・環境報告書2006・40頁「エコプロダクツ2005に出展」
　参照＞

　2005年12月15日（木）～12
月17日（土）開催。キッコーマ
ンは、食品の背景にある環境
配慮（開発・生産・販売・消費・
廃棄の環境負荷低減、再資源
化、社会貢献活動など）を、わ
かりやすく展示する「食と環境
を考えるゾーン」にコーナー
参加し、副産物（しょうゆ粕、
しょうゆ油、トマトの皮、ブドウの種）の有効利用実態を中心に
展示しました。
　期間中、会場には14万人を越える入場者があり、キッコー
マン・コーナーでも、中学生徒から一般の人に到るまで、幅広
い年齢層から熱心な質問を受けました。

＜2007年度追加＞

　2006年12月14日（木）～16
日（土）開催。キッコーマンは、
未来志向の食品を展示する
「食の未来コーナー」にブース
を出展し、しょうゆ粕やしょう
ゆ油の資源循環型再利用に
ついてパネル展示を行いまし
た。また、「食の広場ステージ」
では、しょうゆ粕、しょうゆ油、
原料くずが、それぞれ「家畜の飼料」「養殖魚の飼料」「田畑肥
料」として再生利用されている実例を示し、クイズを交えた講
演を行い、好評でした。

＜2008年度追加＞

　2007年12月13日（木）～15日（土）開催。キッコーマンは「食
べ物の力」コーナーに環境部とプロダクトマネージャー室が
共同で出展し、日本デルモンテの新商品「完熟カットトマト」な
どに採用した地球環境にやさしい紙容器・テトラリカルト
＜Ⅵ-3-12）参照＞と、キッコーマングループの環境保全活動

の説明を行いました。ブースは小中学生を含めた大勢の人で
賑わい、新しい紙容器などについて熱心な質問がたくさん寄
せられました。

＜2009年度追加＞

　2008年12月11日（木）～13
日（土）開催。キッコーマンは
｢食からはじまるエコライフ｣
コーナーに、しょうゆ製造プロ
セスと農薬検出プロセスの模
型展示、副産物再生利用の代
表例としての飼料「フレッシュ
ミール」の展示を行いました。
模型展示には多くの関心と質
問が寄せられた他、特別展示された「卓上しょうゆびん」の大
型模型を背景に記念撮影をされる方々もおられました。

＜2010年度追加＞

　2009年12月10日（木）～12日(土)開催。キッコーマングルー
プは、持ち株会社制移行のご挨拶と、「副産物の再生利用
（しょうゆ粕、しょうゆ油、おから、ジュース搾汁繊維）と、環境に
やさしい容器（しょうゆ750mℓ・500mℓ新ボトル、軽量化し
たワインスタンダードびん720mℓ、透明化・減量化した料理
酒ボトル、テトラリカルト容器）」を、キッコーマングループ色
を活かしたコンパクトなブースに展示しました。3日間で18万
人以上が訪れた会場は熱気にあふれ、キッコーマングループ
の環境保全体制にも熱心な質問が多数寄せられました。

＜2011年度追加＞

　2010年12月9日（木）～11
日（土）開催。キッコーマング
ループは、キッコーマン、フー
ドケミファ、日本デルモンテを
中心に、グループの環境保全
活動（生物多様性、炭酸ガス
削減等）や環境に配慮した製
品（容器、副産物等）を紹介し
ました。

【 2011年 】
＜社会･環境報告書2012・WEB版16頁「2011年度に実施した
　主な環境コミュニケーション一覧」参照＞

　キッコーマングループは、12月15～17日、東京ビックサイト
で開かれたエコプロダクツ2011に出展し、「おいしく料理し食

べ残しを少なくするしょうゆ
力」「生物多様性保全」「副産
物・廃棄物有効利用」を紹介し
ました。展示会には会期中約
182,000人が訪れ、環境活動
や環境教育に高い関心を見
せていました。

【 2012年 】
＜2013年度追加＞

　キッコーマングループは、
2012年12月13日（木）～15日
(土)、東京ビッグサイトで開か
れたエコプロダクツ2012に出
展し、「おいしい記憶は豊かな
自然から」をテーマに、自然の
恵みである原材料を使って
100万tの製品をお届けしてい
るグループ各社の、自然の力
を守る環境保全努力を紹介し
ました。

　2004年9月25日、千葉市高
度ポリテクセンターで開かれ
た環境シンポジウム2004千
葉会場第5分科会「循環型社
会を目指して」で、キッコーマ
ン環境部が「キッコーマング
ループの環境問題への取り組
み」を発表しました。

　2005年1月20日、東京海洋
大学品川リエゾンセンターで
開催された、市民や学生を対
象にした環境公開セミナー「身
近な水や廃棄物等から環境問
題を考える」に参加し、キッ
コーマングループ環境保全活
動の一例として「水質分析と副
産物の養殖魚への利用」を発
表しました。

　2006年3月21日、千葉大学
松戸キャンパス（園芸学部）と
柏の葉キャンパス（環境健康
都市園芸フィールド科学教育
研究センター）がISO14001認
証を取得したのを記念し、千
葉大学松戸キャンパスで、「大
学発　環境マネジメントの展
開」というタイトルのシンポジ
ウムが開かれました。
　このシンポジウムは、大学が環境に関する研究・教育を行う
場としての利点を活かしながら、産業や地域社会とどのように
連携していけるか―― 大学と産業・地域との連携のあり方、
可能性を探ることを狙いとしていました。特に、千葉大学が学
生の主体的な環境活動に対して与えている「環境マネジメン
ト実務士」認定が、環境マネジメント専門家を育成する出発点
となりうるかどうかに関心が寄せられていました。

　シンポジウムでは、中島恵理さん（環境省水・大気環境局水
環境課課長補佐）が「持続可能な社会形成のために」と題する
基調講演を行い、引き続き、キッコーマンから、キッコーマン
グループの環境保全活動とISO14001への取り組みを具体的
に紹介し、環境経営に関わる動脈系産業（製造、サービス、流
通）と静脈系産業（副産物・廃棄物処理、再生処理）が「安全と
安心」というキーワードを軸にしっかりと循環を繰り返し続け
ることが、企業の持続発展につながる、と訴えました。

　続いて開かれたパネルディスカッションには、パネリストと
して、中島恵理さんの他に、古在豊樹千葉大学長、伊藤泰志富

キッコーマン環境取り組みの紹介
世の中の環境意識の高まりとキッコーマンの環境
保全活動について学び、続いて、ISO14001に基づ
く環境マネジメントシステムの構築、エネルギー削
減による環境負荷低減、廃棄物・副産物の再利用、
などを積極的に推進し、社会的責任を果たしていく
ことの重要性を認識する。

ISO14001構築法の実践
しょうゆの製造工程を学び、続いて、しょうゆの各製
造工程における環境側面を抽出、その中から環境
負荷の大きいものを取り上げて「環境負荷低減を
目指す実施計画」を作成する。

環境管理現場の見学
工場・・・排水処理施設、廃棄物管理施設、しょうゆ
粕利用施設を見学し、排水処理方法、水質検査装
置、廃棄物再利用法、および、廃棄物の新しい利用
法について学ぶ。

＜2008年度追加＞

　2007年度は、8月20～24日の5日
間にわたり、3年生2名を受け入れ、
前年と同じカリキュラムで行われま
した。終了後は、「現場でISOが実際
に活用されている姿を見て、頭で理
解していた以上の収穫を得た」「普
段の学生生活では学ぶことができ
ない多くのことを学べた」と、イン
ターンシップ本来の趣旨（現場学習）にそった感想が寄せられ
ました。

第１日目

第２日目

第３日目

【 2007年 】

５）環境マネジメント・インターンシップ
　＜社会・環境報告書2006・40頁「千葉大学の環境シン
　　ポジウムに参加」参照＞

士通FIB環境システム部プロジェクト課長、千葉大学ISO学生
委員会委員長および地区委員長、そしてキッコーマンから環
境部が参加しました。ディスカッションの中で、当社は、ISO実
務者とは企業においてどのような活動をし、どのような能力を
求められているかを説明しました。
　シンポジウムのあとで、千葉大学より、「キッコーマン環境
部に学生インターンを受け入れられないか｣という打診があ
り、お受けすることになりました。＜Ⅵ-1-5）参照＞

　2006年3月に千葉大学で行われたシンポジウム「大学発　
環境マネジメントの展開」において、キッコーマン環境部が企
業における環境マネジメントの実態を紹介した時、千葉大学
から「キッコーマン環境部に学生インターンを受け入れられ
ないか｣という打診を受け、本件が実現しました。

【 2006年 】
＜社会・環境報告書2007・34頁「環境インターンシップの受け
　入れ」参照＞

　千葉大学は、キッコーマン環境部における30時間の環境保
全実務学習を、環境に関する単位1単位と認定し、2006年8月
21日から5日間、3年生1名を派遣してきました。
　受け入れたキッコーマンは、5日間のカリキュラムを以下の
ように組み立てました。

清水公園・・・各種施設を併有する公園管理の実態
を学び、続いて、それぞれの施設における環境配
慮、ゴミ不分別問題、ゴミや剪定枝の再利用、樹木
の管理について理解を深める。

分析体験学習
排水分別項目中、pH、COD、BODなどの分析を体
験学習し、続いて、事業場より排出される排水の
COD値、BOD値を測定し、環境基準と比較、事業場
の排水管理状況を検討する。

成果まとめ
担当教授の出席のもと、インターンで学んだことを
総括する。

　カリキュラムは滞りなく履修され、終了後、学生さんから以
下の感想が寄せられました。
　「キッコーマンの環境部で1週間インターシップ研修をし
て、大企業の環境への取り組みを間近で見、体験することがで
き、とてもよい経験になりました。キッコーマンならではの環
境への配慮を学習し環境保全への意識が高まりました。近隣
の学校や清水公園などとつながりを強め、互いの特性を活か
した環境保全システムを構築していくべきだと思いました。と
ても中身の濃い1週間になりました。」

第４日目

第５日目

＜2009年度追加＞

　2008年度は、8月25～29日
の5日間、3年生2名を受け入
れ、前年と同じカリキュラムで
行われました。終了後は、「現
場を見て、環境ISOを維持、向
上させていく継続した努力の
大切さを感じた」「高い技術の分析活動を実際に体験できた
のは貴重だった」という、現場に立ってこその意見が寄せられ
ました。

＜2010年度追加＞

　2009年度は、8月24～28日の5日間、3年生2名を受け入れ、
前年と同じカリキュラムで行われました。終了後は、「普段見る
ことのできない生産工場や排水処理の現場を直に見ることが
でき、大変良い経験となった」「環境保全の大切さを学んだこ
とは、これからの大学生活だけでなく、社会に出てからも大い
に活かされると確信した」という意見が寄せられました。

＜2011年度追加＞

　2010年度は、8月23日～27
日の5日間、3年生2名を受け入
れました。終了後、学生からは
「環境への取り組み学習から始
まり、いくつものしょうゆ工場
の見学、分析体験など、この５
日間で学生生活では経験でき
ないような多くの貴重な体験
をすることができました。」とい
う意見が寄せられました。

＜2012年度追加＞

　2011年度は、8月22日～26
日に、千葉大学生2名に、今回
から東京家政大学生2名が加
わり、計4名のインターン生を
受入実施しました。今回は、御
用蔵見学、官能検査（利き味）
も実施しました。終了後、学生
からは、「このインターンシップに参加するまで、企業が取り組
んでいる環境活動にあまり興味をもったことがなかったため、
学ぶことの多い5日間となりました。」という意見が寄せられま
した。

＜2013年度追加＞

　2012年度は、8月20日～24
日に、千葉大学2年生2名、東
京家政大学3年生2名を受入
れ、環境保全実態の見学、環
境関連法規の学習、環境分析
体験学習、容器の学習などを
行いました。今回は、生物多様性保全に関する学習も一部に
取り入れました。
　終了後、学生から「企業がこんなに環境保全を考えているこ
とを知り驚いた」「もの作りには、安全、品質、環境が相互に関
わっていることを学べた」「座学では学びきれない貴重な体験
だった」などのコメントが寄せられました。

環境コミュニケーションの推進Ⅵ

キッコーマングループ 環境保全活動事例集

70



６）東京理科大学での小学生を対象とした
公開講座

　＜社会・環境報告書2008・38頁「社員の声」参照＞

＜2008年度追加＞

　2007年度は、8月20～24日の5日
間にわたり、3年生2名を受け入れ、
前年と同じカリキュラムで行われま
した。終了後は、「現場でISOが実際
に活用されている姿を見て、頭で理
解していた以上の収穫を得た」「普
段の学生生活では学ぶことができ
ない多くのことを学べた」と、イン
ターンシップ本来の趣旨（現場学習）にそった感想が寄せられ
ました。

　キッコーマンは、東京理科大学環境サークルI.L.E.からの
「良い地球環境を次世代に引き継ぐには、ひとりでも多くの人
がただちに環境を意識した行動をとることが必要」という呼
びかけに賛同し、2007年11月23～25日に開かれた理大祭
で、小学生とその保護者を対象にした「小学生が楽しむエコ
教室」を開催しました。
　11月23日（金）15時～16時15分、理科大講義棟303教室で
「わくわく実験教室・容器の不思議」と題し、キッコーマンの購
買部と研究開発第4部を兼務する担当者が講師となりました。 
　小学生にも分かりやすく親しみやすいクイズや実験を交え
た内容で、「PETボトルのペットってどんな意味？」「PETボトル
を日本で最初に使った会社は？」「紙で橋を作ってみよう」「携
帯電話をレトルトの袋に入れたらどうなるか」「食酢の入った
小袋をビンにつめると」など、
容器の不思議を通して環境問
題への関心を高めることを狙
いました。
　50名を超える小学生と保
護者が参加し、予定時間を越
えて熱心に耳を傾けてくれま
した。

　2004年10月に施行された
「環境保全のための意欲の増
進及び環境教育の推進に関
する法律」は、環境教育の推
進とそのための体制整備によ
り、環境保全についての理解
の深まりと意欲の高まりを促
し、持続可能な社会の実現を
目指すことを目的とした法律です。キッコーマンは、この法律
の趣旨に沿って、近隣小学校の6年生と4年生を対象にした
「エコ学習」を、2008年7月と12月の2回、清水公園で開催しま
した。
　招かれた小学生は数班の小グループに分かれ、約2時間、2
人のインストラクター（「野原と遊ぶフィールド講師」として活
躍している気象予報士と清水公園を熟知している園長代理）
と共に公園内に見られる自然の姿（モグラの穴や蜂の巣、カ
マキリの卵やカブトムシの幼虫、地面に転がるどんぐりや木
から垂れている木の実、花や蕾や種、落ち葉と樹木、水の中の
小さな魚、川霧、など）を見つめ、触れ、そこに現れているさま
ざまな命のあり方、尊さを楽しく学びます。その結果として、自
然を愛することの大切さを知り、持続可能な社会の実現に向
けての基礎的な力が養われれば、と願っています。子供たちか
らは「モグラの穴や川霧など、見たことのないものを見られ
た」「身近なところに沢山の生き物がいるのがわかった」「季節
によって生き物がいろいろな動きをしているのがわかった」な
どの感想が寄せられています。

【 2009年度 】
＜社会・環境報告書2010・WEB28頁「2009年度結果報告」
　参照＞

　2009年度は、9月と3月に野田市内の小学校から3年生を受
け入れて、清水公園で行いました。

【 2010年度 】
＜2011年度追加＞

　2010年度は、野田市内の小
学5年生を対象に、秋（10月）
と冬（3月）の生き物の違いを
観察しました。

【 2008年 】

【 2009年 】

【 2010年 】

【 2011年 】

＜2009年度追加＞

　2008年度は、8月25～29日
の5日間、3年生2名を受け入
れ、前年と同じカリキュラムで
行われました。終了後は、「現
場を見て、環境ISOを維持、向
上させていく継続した努力の
大切さを感じた」「高い技術の分析活動を実際に体験できた
のは貴重だった」という、現場に立ってこその意見が寄せられ
ました。

＜2010年度追加＞

　2009年度は、8月24～28日の5日間、3年生2名を受け入れ、
前年と同じカリキュラムで行われました。終了後は、「普段見る
ことのできない生産工場や排水処理の現場を直に見ることが
でき、大変良い経験となった」「環境保全の大切さを学んだこ
とは、これからの大学生活だけでなく、社会に出てからも大い
に活かされると確信した」という意見が寄せられました。

＜2011年度追加＞

　2010年度は、8月23日～27
日の5日間、3年生2名を受け入
れました。終了後、学生からは
「環境への取り組み学習から始
まり、いくつものしょうゆ工場
の見学、分析体験など、この５
日間で学生生活では経験でき
ないような多くの貴重な体験
をすることができました。」とい
う意見が寄せられました。

＜2012年度追加＞

　2011年度は、8月22日～26
日に、千葉大学生2名に、今回
から東京家政大学生2名が加
わり、計4名のインターン生を
受入実施しました。今回は、御
用蔵見学、官能検査（利き味）
も実施しました。終了後、学生
からは、「このインターンシップに参加するまで、企業が取り組
んでいる環境活動にあまり興味をもったことがなかったため、
学ぶことの多い5日間となりました。」という意見が寄せられま
した。

＜2013年度追加＞

　2012年度は、8月20日～24
日に、千葉大学2年生2名、東
京家政大学3年生2名を受入
れ、環境保全実態の見学、環
境関連法規の学習、環境分析
体験学習、容器の学習などを
行いました。今回は、生物多様性保全に関する学習も一部に
取り入れました。
　終了後、学生から「企業がこんなに環境保全を考えているこ
とを知り驚いた」「もの作りには、安全、品質、環境が相互に関
わっていることを学べた」「座学では学びきれない貴重な体験
だった」などのコメントが寄せられました。

【 2012年 】 【 2011年度 】
＜2012年度追加＞

　2011年度は、10月に野田市
内の小学4年生を対象に実施
し、「食物連鎖」と言う動植物
のつながりを勉強し、同時に
「生き物のにぎわい」を実際に
感じ取ってもらいました。

【 2012年度 】
＜2013年度追加＞

　2012年度は、野田市内の4
年生が、年2回、冬に向けての
秋の準備（10月）と、冬から目
覚める春の賑わい（3月）とを
観察する機会を設け、生命と
季節の関わりを学びました。
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７）清水公園でのエコ学習
　＜社会・環境報告書2009・44頁「エコ学習」参照＞

８）｢エコメッセ2008 in ちば｣パネリストと
して参加

　＜社会・環境報告書2009・46頁「『エコメッセ2008 in
ちば』パネリストとして参加」参照＞

　キッコーマンは、東京理科大学環境サークルI.L.E.からの
「良い地球環境を次世代に引き継ぐには、ひとりでも多くの人
がただちに環境を意識した行動をとることが必要」という呼
びかけに賛同し、2007年11月23～25日に開かれた理大祭
で、小学生とその保護者を対象にした「小学生が楽しむエコ
教室」を開催しました。
　11月23日（金）15時～16時15分、理科大講義棟303教室で
「わくわく実験教室・容器の不思議」と題し、キッコーマンの購
買部と研究開発第4部を兼務する担当者が講師となりました。 
　小学生にも分かりやすく親しみやすいクイズや実験を交え
た内容で、「PETボトルのペットってどんな意味？」「PETボトル
を日本で最初に使った会社は？」「紙で橋を作ってみよう」「携
帯電話をレトルトの袋に入れたらどうなるか」「食酢の入った
小袋をビンにつめると」など、
容器の不思議を通して環境問
題への関心を高めることを狙
いました。
　50名を超える小学生と保
護者が参加し、予定時間を越
えて熱心に耳を傾けてくれま
した。

　2004年10月に施行された
「環境保全のための意欲の増
進及び環境教育の推進に関
する法律」は、環境教育の推
進とそのための体制整備によ
り、環境保全についての理解
の深まりと意欲の高まりを促
し、持続可能な社会の実現を
目指すことを目的とした法律です。キッコーマンは、この法律
の趣旨に沿って、近隣小学校の6年生と4年生を対象にした
「エコ学習」を、2008年7月と12月の2回、清水公園で開催しま
した。
　招かれた小学生は数班の小グループに分かれ、約2時間、2
人のインストラクター（「野原と遊ぶフィールド講師」として活
躍している気象予報士と清水公園を熟知している園長代理）
と共に公園内に見られる自然の姿（モグラの穴や蜂の巣、カ
マキリの卵やカブトムシの幼虫、地面に転がるどんぐりや木
から垂れている木の実、花や蕾や種、落ち葉と樹木、水の中の
小さな魚、川霧、など）を見つめ、触れ、そこに現れているさま
ざまな命のあり方、尊さを楽しく学びます。その結果として、自
然を愛することの大切さを知り、持続可能な社会の実現に向
けての基礎的な力が養われれば、と願っています。子供たちか
らは「モグラの穴や川霧など、見たことのないものを見られ
た」「身近なところに沢山の生き物がいるのがわかった」「季節
によって生き物がいろいろな動きをしているのがわかった」な
どの感想が寄せられています。

【 2009年度 】
＜社会・環境報告書2010・WEB28頁「2009年度結果報告」
　参照＞

　2009年度は、9月と3月に野田市内の小学校から3年生を受
け入れて、清水公園で行いました。

【 2010年度 】
＜2011年度追加＞

　2010年度は、野田市内の小
学5年生を対象に、秋（10月）
と冬（3月）の生き物の違いを
観察しました。

　「エコメッセ2008 in ちば」
は、持続可能な社会の実現を
目指して、県民・企業・行政な
どの各主体が良好なパート
ナーシップのもとで協働し、開
催する環境活動見本市です。
　この一環として、2008年9月
7日、「STOP地球温暖化」を目
的とした「地球温暖化防止と生物多様性保全」に関するシン
ポジウムが幕張メッセ国際会議場で開催されました。キッ
コーマン環境部は千葉県内企業代表の立場でパネリストとし
て参加し、キッコーマングル一プのCO2削減目標・削減状況・
今後の方策、および生物多様性保全活動を発表して、討論に
参加しました。討論では、NHK解説主幹室山哲也氏の司会の
もと、「生物多様性保全を意識することが、結果として地球の
温暖化防止になるという見方が大事」などの意見が出される
など、活発な話し合いが行われました。
　

（１）アジア諸国からの研修生対象環境セミナー

　2008年11月6日、アジア14
カ国から21名の食品関連環
境保全専門家がキッコーマン
食品野田工場を訪れ、環境保
全活動についてのセミナーを
受講しました。セミナーでは、
キッコーマンの環境保全体制
や具体的な活動内容と共に、
食品廃棄物・副産物の再生利
用実態が紹介されました。
　このセミナーは、アジア生産性機構（APO）＊1が2008年度
のプロジェクトとして(社)国際農林業協働協会に実施を依頼
した「食品流通・加工セクターにおける残さ処理」研修の一環
として行われたものです。
　研修は、第1日目「飼料化工場見学」第2日目「技術・研究動
向とメーカーの実例見学」第3日目「飼料化のループ見学」第4
日目「外食産業の取組、飼料化・エネルギー化工場見学」の4
日間行われ、キッコーマンは第2日目の「メーカーの実例見
学」部分を担当しました。

＊1 「アジア生産性機構（APO）」
1961年にアジア諸国の国際協定により設立された国際
機関で、加盟国の相互協力により生産性の向上を図り、
その経済発展に資することを目的としています。具体的
には、生産性向上を目指す人づくりのため、工業・農業及
びサービスの各分野において、国際会議やシンポジウム
の開催、研修やセミナーの実施、フェローシップの授与、
専門家や視察団の派遣、調査研究や教材の開発、広報出
版などの事業を行っています。
APOは、生産性の向上は環境保全と両立しなければなら
ない、という考え方から、1994年以来、この2つの同時達
成を目指した「緑の生産性（GP）」事業に着手してきてい
ます。その一環として、2003年には、環境経営・技術・サー
ビスに豊富な知見を持つ日本企業の助言や協力を得る
ため、企業のトップと、環境保全責任者による「緑の生産
性諮問委員会」が結成されています。（2008年10月現在
61社）。キッコーマンはその会員であり、今回のセミナー
はその活動への協力の一例です。

【 2011年度 】
＜2012年度追加＞

　2011年度は、10月に野田市
内の小学4年生を対象に実施
し、「食物連鎖」と言う動植物
のつながりを勉強し、同時に
「生き物のにぎわい」を実際に
感じ取ってもらいました。

【 2012年度 】
＜2013年度追加＞

　2012年度は、野田市内の4
年生が、年2回、冬に向けての
秋の準備（10月）と、冬から目
覚める春の賑わい（3月）とを
観察する機会を設け、生命と
季節の関わりを学びました。

（２）マレーシア環境関係者研修
　＜社会･環境報告書2012・WEB版16頁「マレーシア環
　　境関係者への環境講演」参照＞

　2011年9月、マレーシアの
環境保全関係者20名がキッ
コーマン環境部を訪れ、キッ
コーマングループの環境保全
方針と活動事例などについて
説明を受け、質疑応答と現場
見学を行いました。これは、環
境人材開発センターが国際
協力機構（JICA）を通してマ
レーシアの環境省と国立環境研究所に提供している公害防止
技術トレーニングの一環で、日本を訪れて環境保全先進事例
を学び、視野を広めるために実施されたものです。キッコーマ
ンは、環境人材センターの依頼を受けて、来日日程の半日を担
当しました。

　2010年2月、千葉県四街道
市の環境団体「ストップ地球温
暖化千葉推進会議」のメン
バー11名がキッコーマン「も
の知りしょうゆ館」を訪れまし
た。同会議は、国や県の地球温
暖化防止計画と連動しながら、
温暖化防止市民活動実践、出
前授業、提案・提言、広報・啓発
等の活動を展開しています。キッコーマン環境部は、もの知
りしょうゆ館で、キッコーマングループの環境保全推進体制、
中長期環境方針と具体的な活動を紹介し、今後の展望を説明
しました。
　参加者の方々からは、「会社設立時から環境保全活動に力
を入れていることがよく理解できた」「地球温暖化防止に向け
てのCO2削減を1990年比15％達成はすばらしい」などのお言
葉と同時に、「田畑が減少する中で、原料の自給率を向上させ
られないものか」「NPOなどとタイアップした環境教育は考え
られないか」などの注文も出されました。
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１０）環境団体が訪問
　＜社会・環境報告書2010・WEB版28頁「環境関連団体

がキッコーマングループを訪問」参照＞

　「エコメッセ2008 in ちば」
は、持続可能な社会の実現を
目指して、県民・企業・行政な
どの各主体が良好なパート
ナーシップのもとで協働し、開
催する環境活動見本市です。
　この一環として、2008年9月
7日、「STOP地球温暖化」を目
的とした「地球温暖化防止と生物多様性保全」に関するシン
ポジウムが幕張メッセ国際会議場で開催されました。キッ
コーマン環境部は千葉県内企業代表の立場でパネリストとし
て参加し、キッコーマングル一プのCO2削減目標・削減状況・
今後の方策、および生物多様性保全活動を発表して、討論に
参加しました。討論では、NHK解説主幹室山哲也氏の司会の
もと、「生物多様性保全を意識することが、結果として地球の
温暖化防止になるという見方が大事」などの意見が出される
など、活発な話し合いが行われました。
　

９）海外からの研修生受け入れ
　＜社会・環境報告書2009・46頁「アジア諸国からの
　　研修生への環境セミナー開催」参照＞

（１）アジア諸国からの研修生対象環境セミナー

　2008年11月6日、アジア14
カ国から21名の食品関連環
境保全専門家がキッコーマン
食品野田工場を訪れ、環境保
全活動についてのセミナーを
受講しました。セミナーでは、
キッコーマンの環境保全体制
や具体的な活動内容と共に、
食品廃棄物・副産物の再生利
用実態が紹介されました。
　このセミナーは、アジア生産性機構（APO）＊1が2008年度
のプロジェクトとして(社)国際農林業協働協会に実施を依頼
した「食品流通・加工セクターにおける残さ処理」研修の一環
として行われたものです。
　研修は、第1日目「飼料化工場見学」第2日目「技術・研究動
向とメーカーの実例見学」第3日目「飼料化のループ見学」第4
日目「外食産業の取組、飼料化・エネルギー化工場見学」の4
日間行われ、キッコーマンは第2日目の「メーカーの実例見
学」部分を担当しました。

＊1 「アジア生産性機構（APO）」
1961年にアジア諸国の国際協定により設立された国際
機関で、加盟国の相互協力により生産性の向上を図り、
その経済発展に資することを目的としています。具体的
には、生産性向上を目指す人づくりのため、工業・農業及
びサービスの各分野において、国際会議やシンポジウム
の開催、研修やセミナーの実施、フェローシップの授与、
専門家や視察団の派遣、調査研究や教材の開発、広報出
版などの事業を行っています。
APOは、生産性の向上は環境保全と両立しなければなら
ない、という考え方から、1994年以来、この2つの同時達
成を目指した「緑の生産性（GP）」事業に着手してきてい
ます。その一環として、2003年には、環境経営・技術・サー
ビスに豊富な知見を持つ日本企業の助言や協力を得る
ため、企業のトップと、環境保全責任者による「緑の生産
性諮問委員会」が結成されています。（2008年10月現在
61社）。キッコーマンはその会員であり、今回のセミナー
はその活動への協力の一例です。

（２）マレーシア環境関係者研修
　＜社会･環境報告書2012・WEB版16頁「マレーシア環
　　境関係者への環境講演」参照＞

　2011年9月、マレーシアの
環境保全関係者20名がキッ
コーマン環境部を訪れ、キッ
コーマングループの環境保全
方針と活動事例などについて
説明を受け、質疑応答と現場
見学を行いました。これは、環
境人材開発センターが国際
協力機構（JICA）を通してマ
レーシアの環境省と国立環境研究所に提供している公害防止
技術トレーニングの一環で、日本を訪れて環境保全先進事例
を学び、視野を広めるために実施されたものです。キッコーマ
ンは、環境人材センターの依頼を受けて、来日日程の半日を担
当しました。

　2010年2月、千葉県四街道
市の環境団体「ストップ地球温
暖化千葉推進会議」のメン
バー11名がキッコーマン「も
の知りしょうゆ館」を訪れまし
た。同会議は、国や県の地球温
暖化防止計画と連動しながら、
温暖化防止市民活動実践、出
前授業、提案・提言、広報・啓発
等の活動を展開しています。キッコーマン環境部は、もの知
りしょうゆ館で、キッコーマングループの環境保全推進体制、
中長期環境方針と具体的な活動を紹介し、今後の展望を説明
しました。
　参加者の方々からは、「会社設立時から環境保全活動に力
を入れていることがよく理解できた」「地球温暖化防止に向け
てのCO2削減を1990年比15％達成はすばらしい」などのお言
葉と同時に、「田畑が減少する中で、原料の自給率を向上させ
られないものか」「NPOなどとタイアップした環境教育は考え
られないか」などの注文も出されました。
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１１）完全混合飼料（TMR）センター報告
　＜社会・環境報告書2010・WEB版30頁「完全混合飼料
（TMR）センター情報交換会で発表」参照＞

２．関係団体との活動実施

１）地域団体への協力
　＜2005年度記載＞

　2010年3月、TMRセンター
の情報交換会で、キッコーマ
ン環境部はキッコーマング
ループで行っているしょうゆ
粕の飼料活用事例について
報告しました。
　TMRセンターは、畜産経営
の安定化を図るため飼料生
産から調整、供給を支援する
組織で、科学技術館サイエンスホールで行われた「平成21年
度自給飼料活用型TMRセンターに関する情報交換会」には、
酪農関連の産、学、公の関係者約300名が出席しました。

　キッコーマングループは、
グループ最大の副産物であるしょうゆ粕を家畜飼料原料に
100％活用していること
その家畜飼料は製品として管理されているため高品質で
あること

を紹介。廃棄物・副産物の利用方法向上の取り組みが食の安
全・安心への信頼強化や食料自給率の向上による持続可能性
社会の実現につながっていることなどを説明し、食品製造業者
として果たすべき社会的責任と環境への配慮を訴えました。

　キッコーマングループは、環境保護に関わる各種の地域団
体に代表者を派遣し、重要な役割を果たしています。
 
（１）関東農林水産関連企業環境対策協議会 
　「会員相互の緊密な連携を保ちつつ、環境保全・公害防止
等に関する調査研究、情報交換及び研修等を行い、もって、農
業関連企業の健全な発展と環境保全に努める」ことを目的と
した団体で、1973年の結成以来、キッコーマンは会長あるい
は副会長を歴任し、日本デルモンテ社も理事を担当していま
す。また、北海道地区、近畿地区においても同様の協議会に参
加しています。
 
（２）千葉県環境計量協会
　「環境計量に関する技術の向上と、適正な環境計量の実施
を確保することを目的として各種事業を実施し、併せて関係諸
機関との連携を密にしつつ、千葉県の公害対策並びに環境保
全に寄与すること」を目的とした団体で、1976年以来キッコー
マンは、会長、副会長などを歴任しています。

３）干葉県環境保全協議会
　「公害防止管理者等の環境保全に関する知識と技術の涵養
と交流及び公害防止管理者等の相互理解の推進を図るととも
に、県民に対して環境保全に関する知識と技術の普及と啓も
うを図り、もって工場、事業場等における公害防止管理の円滑
な遂行と地域における環境の保全に資すること」を目的とす
る団体で、1975年以来、キッコーマンは副会長および総務委
員を担当しています。
 
（４）野田市環境審議会
　「環境の保全に関する基本的事項について、市長の諮問に
応じ、答申するほか、必要と認める事項について、調査審議し、
市長に意見を述べる」もので、キッコーマンは、商工会議所を
代表する立場から委員を派遣しています。
 

○

○
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（１）福島県南相馬市の内部環境監査に協力
＜社会・環境報告書2008・42頁「福島県南相馬市の内部監査
　に協力」参照＞

　福島県南相馬市（旧・原町市）では、環境監査役、主任環境
監査員および環境監査員がチームを作り、市役所内各課、所、
室の事務遂行における環境への配慮を監査しています。この
チームに参加する環境監査員には、外部の機関が主催する
「内部環境監査員養成研修」を受講した課長級の職員を任命
していますが、同時に、市内企業の内部環境監査員、あるいは
内部環境監査員資格を持っている市民をも迎い入れ、実効性
を高める努力をしています。　
　日本デルモンテ福島工場では、現在の南相馬市がこの取り
組みを開始した原町市時代以来、毎年内部環境監査員の派遣
協力を行ってきました。2007年度も環境監査有資格者2名が、
市の事前研修会を受講し、市の作成したチェックリストをもと
に、市の環境監査員と共に市立病院、区役所建設課の内部環
境監査を担当しました。

（２）環境美化活動
　
①植樹活動　

【 フードケミファ岐阜工場 】
＜社会・環境報告書2010・WEB版30頁「工場周辺の環境美化
活動」参照＞

　フードケミファ岐阜工場では、
地域の人々と協力して環境美
化活動に力を入れています。
　岐阜県瑞穂市では、2008年
度から環境イベント「水と緑
の回廊づくり」運動を始め、4
年間で2,000本の桜苗木を五
六川（ごろくがわ）堤防に植樹
する計画です。岐阜工場は、こ
の計画に協賛して450本の苗
木の植樹を行いました。また、工場東側に流れる犀川（さいが
わ）にも、ソメイヨシノの苗木を500本植樹しました。岐阜工場
のこのような活動は、将来何年後かに花開く環境美化を目指
すばかりでなく、地域での生物多様性保全にも役立つことを
願ったものです。さらに工場のスタッフは、毎月1回地域の人
たちと一緒にぽい捨てごみの収集も行い、資源回収と環境浄
化にも努めています。

②クリーン作戦
＜2012年度記載＞

【北海道キッコーマン】
　北海道キッコーマンは、
2011年5月に開催された千歳
国際JALマラソンのコースで、
近隣企業の皆さんと「2011ク
リーンアップ活動」と称してゴ
ミ拾いボランテイア活動を行
いました。毎年行っている活動
ですが、いつもゴミが少なく、
地域住民や地域企業のモラル
の高さを改めて実感しました。

【キッコーマン食品】
　キッコーマン食品では、毎年、
工場ごとにスケジュールを決め
て地元自治会と協力しながら工
場周辺のクリーン作戦を展開し
ています。年間の出動人数は延
べ400人に上ります。
　この種の活動は、グループ各
社でもそれぞれ形を変えながら
進められています。

③地域の環境活動への参加
＜2012年度記載＞

【江戸川を守る会】
　キッコーマンは「江戸川を
守る会」に参加し、江戸川に関
係する団体、企業、および沿
岸の住民のみなさんと、江戸
川の自然環境保護に努めて
います。
　2012年5月に、キッコーマン
環境部と流山キッコーマンは、
「江戸川を守る会」が開催した
江戸川クリーン作戦に参加し、近隣の子供会、自治会、ボーイ
スカウト、企業、ロータリー、河川事務所、市役所と一緒に、江
戸川の土手のゴミ拾いボランテイア活動を行いました。（この
活動には、2006年以降毎年参加しています。）
 

２）地域活動への協力
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（１）チーム・マイナス6％への参加
＜社会・環境報告書2007・40頁「チーム・マイナス6％への
　参加」参照＞

　2005年2月16日に発効した京都議定書で日本が掲げた目
標は「温室効果ガス排出量6％の削減」です。チーム・マイナス
6％は、この目標を達成するための、一人ひとりのアクションプ
ランとして、2005年4月28日に政府の地球温暖化対策推進本
部が立ち上げた国民運動です。

　一人ひとりの力はそれほど大きくないかもしれない。一人
ひとりの行いは、ちょっとしたことかもしれない。でも、それが
チームとなって結集すれば、地球規模の大きな力になれるの
ではないか・・・チーム・マイナス6％では、CO2削減のために、
一人ひとりが実行可能な6つのアクションプランが設定されて
います。
 
温度調節で減らそう
冷房の設定温度は28℃、暖房時の室温は20℃にしよう。無
理な節約するまでもなく、冷暖房の使用を1℃控えるだけ
で、大きな削減効果が期待できます。
水道の使い方で減らそう
蛇口はこまめにしめよう。シャワーを1分間出しっ放しだと
10ℓにもなる。しかも、水だけでなく、ガスや電気を使って
わざわざお湯にしたものをじゃぶじゃぶ捨てている。それ
に、水道水の送水にもたくさんの電気が使われています。 
自動車の使い方で減らそう
ガソリンはクルマを動かすからこそエネルギー。でも、停車
や駐車時のアイドリング時には1分当たり約0.014ℓが消費
され、限られた資源をムダに消費しています。
商品の選び方で減らそう
環境を考えていない製品は、結局、人間のことを考えてい
ない製品。新しく家電製品を買うときに注目したいのが
「省エネ性能」。年間電気料が数万円単位で違うこともあ
り、特に古い機器を使い続けている場合、買い替えコストと
電気代を比べてみると、愕然とする数字が出ることも。
買い物とゴミで減らそう
過剰包装を断ろう。スーパーから家までの短時間だけしか
使われない手提げ袋は、1年間で1人が230枚を使用して
いる。家に帰れば不要になる袋やトレーは、作る際にも、再
生・破棄する際にも、CO2を排出しています。買い物の際に
は専用のバッグをひとつ用意すれば、このムダは排除され
ます。

○

○

○

○

○

○ 電気の使い方で減らそう
コンセントからプラグをこまめに抜こう。例えば、数分しか働
かないレンジが丸一日、電気を食べ続けている。電気製品
を使用していないときに、タイマーなどのために消費され
る電力（待機電力）は、家庭の電力消費のなんと10％にも。
 

　キッコーマングループは2006年8月にこの趣旨に賛同して、
チームの一員になりました。
　キッコーマン環境部が外部との窓口になり、各担当部署が
中心になって、社内での部屋の温度管理、自動車の利用や
クールビズの徹底、水道・電気の使用状況の監視を進めると
共に、社員一人ひとりに向けて啓蒙活動を行い、参加を呼び
かけています。 

（２）「食品リサイクル法改正」への協力
＜社会・環境報告書2008・42頁「環境関連団体の活動に協力」
　参照＞

　2007年12月の「改正食品リサイクル法」の施行に備えて、
農林水産省では、食品・農業・農村政策に関する重要事項な
どを広く調査審議する「食料・農業・農村政策審議会」の中
の食品産業部会の下に、食品リサイクルを専門事項として
調査・審議する「食品リサイクル小委員会」（学界、業界団
体、企業、専門家などによる13名で構成）が設置され、食品
リサイクル法の総合的な検討が行われました。

　あわせて、
環境省では、大臣の諮問機関である「中央環境審議会」に
廃棄物処理およびリサイクル推進に関わる重要事項を調
査審議する「廃棄物・リサイクル部会」を設け、その下に食
品リサイクル法に基づく食品循環資源の再生利用等を検
討する「食品リサイクル専門委員会」（行政、学会、企業、業
界団体代表などによる17名で構成）を設置しました。

　キッコーマンでは、上記2つの委員会に委員として参加、改
正審議に協力しました。

　さらに、
（財）食品産業センター＊1には、同センターが実施する「食
品資源循環形成推進事業」＊2を進めるため、「認証制度構
築事業総合検討委員会」と「普及啓発事業検討委員会」が
設置され、さらに「認証制度構築事業総合検討委員会」に
は、具体的方策を検討する「認証制度広報戦略部会」「認証
制度運用基準作成部会」「製品認証制度運用基準作成部会」
「認証団体公募基準作成部会」という下部組織が設置され
ました。

キッコーマンは「認証制度構築事業総合検討委員会」と
「普及啓発事業検討委員会」、および「認証制度広報戦略部
会」の3委員会に委員を派遣し、改正食品リサクル法の趣旨を
徹底させる仕組み作りに協力しました。

○

○

○

３）環境関連団体への協力
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● GPNシンボルマーク

「食品産業センター」
食品産業界全体の相互連携を強化しつつ、食品産業の健
全な発展を図るための唯一の中核的・横断的団体として、
1970年に設立された財団法人。消費者、農水産業者との
連携も図りながら、食品産業界の調整役・推進役としての
役割を遂行。
「食品資源循環形成推進事業」
食品リサイクル法の趣旨を徹底し、食品再生利用等の促
進を図るため、食品関連事業者における優良なリサイク
ルの取組みやリサイクル製品を第三者機関が評価し認証
する仕組みを整備し、食品リサイクル制度の見直し内容
の普及啓発を図る事業 

＜社会・環境報告書2009・46頁「食品資源循環推進事業の
　検討委員会に参加」参照＞

　キッコーマンは、2008年度も「認証制
度構築事業総合検討会」と「普及啓発事
業検討委員会」、および「製品認証制度
運用基準作成部会」に継続して委員を
派遣し、食品リサイクル法の趣旨を徹底
させる仕組みづくりに協力しました。委
員会は、食品リサイクル肥料認証制度と認証された食品リサ
イクル肥料使用農産物・加工食品普及制度の2つから構成さ
れる、食品リサイクル製品一認証・普及制度を構築しました。
認証制度と普及制度は共通の識別マーク（右図）を使用する
画期的なものであり、食品リサイクルのマークが付いた農産
物等が店舗に登場することで、食品リサイクル製品の拡売が
期待されます。今後、キッコーマングループは本制度の普及に
努めます。

（３）グリーン購入ネットワーク（GPN）に協力
＜社会・環境報告書2009・46頁「グリーン購入ネットワーク
　（GPN）に協力」参照＞

　GPNは、グリーン購入を促進するために1996年2月に設立
された、企業・行政・消費者の緩やかなネットワークです。全国
の多種多様な企業や団体が同じ購入者の立場で参加してい
ます。ネットワークでは幅広く購入の普及啓発を行うととも
に、優れた取り組み事例の表彰・紹介、購入ガイドラインの策
定、環境に配慮した＜エコ商品ねっと＞などをまとめたデー
タベース作り、国内外における調査研究活動、地域ネットワー
クの立ち上げなどを通じて、消費者・企業・行政におけるグ
リーン購入を促進しています。

　キッコーマンは1996年よりGPNに参加しています。2008年
度に、キッコーマンも協力して策定された＜エコ商品ねっと＞
の「食品（加工食品）購入ガイドライン」では、「加工食品の購
入にあたっては、以下の事項に取り組む事業者により製造さ
れた、環境への負荷ができるだけ小さい製品を購入する」とし
て、購入に際して考慮すべき重要な環境的観点がリストアッ
プされています。

　例えば、「原材料」に関する点では、
環境に配慮した原材料調達に関する方針策定や取引事業
者への情報把握・開示を要請していること
肥料・農薬・除草剤の量や種類を把握し、管理・改善及び使
用量の削減に取り組んでいること
原材料輸送時には、環境負荷の小さい輸送手段・輸送方法
を採っていること
省エネルギー・資源の有効利用につながる栽培・飼育方法
に努めていること

とし、その他、「容器包装」「加工・物流時のエネルギー削減」の
分野でも同様に考慮すべき重要事項が列記されています。
　キッコーマングループは、これらガイドラインに沿って、キッ
コーマン「特選丸大豆しょうゆ」、デルモンテ「トマトケチャッ
プ」、マンズワイン「ソラリス」などを掲載します。

（４）エコ商品ねっとに参加
＜社会・環境報告書2010・WEB版30頁「エコ商品ねっとに
　参加」参照＞

　「エコ商品ねっと」は、GPNが運営する環境配慮型商品を掲
載・紹介するウェブサイトです。＜Ⅵ-2-3）-（３）参照＞

　キッコーマングループは、2008年度に食品を「エコ商品
ねっと」に掲載するための基準づくりに参加。2009年度、「有
機しょうゆ」「こいくちしょうゆ」「本つゆ」「わが家は焼肉屋さ
ん」「うちのごはん」「トマトケチャップ」「ラクベジ」「本みりん」
「ソラリス」などの商品が「エコ商品ねっと」に掲載されました。
サイトでは、各商品の環境関連情報が開示されています。

　例えば、「キッコーマン特選丸大豆しょうゆ」で開示されて
いる環境関連情報は以下のようなものです。

＊1

＊2

○

○

○

○
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４）容器包装関係団体での活動

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○
○

化学肥料・農薬の使用削減
GAPに沿って工程管理を行って栽培された材料を使用し
ています。
肥料・農薬・除草剤削減に関する特記事項
原料は残留農薬ポジティブリスト制度に準拠したものを
使用し、さらにガスクロによる自社分析も実施しています。
原材料輸送時の負荷低減
主原料の大豆・小麦・塩の海外輸入品については、CO2排
出の少ない船舶を輸送手段としています。
栽培・飼育時の省エネルギー
主原料の大豆については毎年産地調査を行い、その際、
農薬散布履歴等についても調査しています。
軽量化
形状や形態の変更、薄肉化等により軽量化を図っています。
軽量化に関する特記事項
一昨年、特選丸大豆しょうゆ500mℓのPETボトル重量を、
1g軽量化を実現しました。
包装点数の削減
100mℓのキャップ本体にいたずら防止機能を設けること
により、キャップシールを廃止しました。
包装材のリサイクル設計
使用後に、素材ごとに分別しやすくしたり、素材統一するよ
うに設計しています。
リサイクル設計の内容
蓋はボトルから簡単に離脱できる構造設計で、離脱方法
についてはラベルに表記をしています。
再生材の使用
容器包装に再生材を使用しています。
再生材の使用状況
外箱の段ボールは、主要取引先の2007年実績で、古紙含
有率97.9％でした。
環境に配慮したバージンパルプの使用
包装材に環境に配慮したバージンパルプを使用しています。
包装材への印刷
第三者の基準やプログラムに沿って、環境に配慮した印刷
を行っています。
包装材に関する特記事項
「容器包装に関する指針」を2008年3月に制定し、キッコー
マングループ全社に適用しています。
製品出荷時の物流
自社工場と委託工場からの製品出荷時のCO2削減に取り
組んでいます。
加工時の省エネ
自社工場と委託工場で、製品加工時の省エネルギーに取
り組んでいます。
副産物の再資源化
自社工場と委託工場で、製品加工時に発生した副産物の
再資源化に取り組んでいます。
非遺伝子組換え作物の使用
大豆は、遺伝子組換えではありません。

国産材の使用
容器包装に国内の木材等から得られたバージンパルプを
使用していません。
他の環境配慮特記事項
原料ではIPハンドリング・農薬調査等々、包装材料では、容
器包装委員会等で環境面の確認をしています。

（１）容器包装ダイエット宣言に参加
＜社会・環境報告書2006・39頁「容器包装減量化の一環と
　して容器包装ダイエット宣言を発表」参照＞

　現在、日本の一般家庭から出るゴミの多くは、商品の容器や
包装で占められています。容器、包装をいたずらに多くすると、
容器・包装作製のためにムダなコストがかかる
容器や包装に取られる分だけ荷物の積込み容量が少なく
なり、荷物の流通コストが増える
容器や包装分だけ買い物時の荷物が重くなり、家庭から
出るゴミの量も多くなる
家庭からのゴミが増える分ゴミ処理にかかるコストが上が
り、税金がムダに使わることになる
など、さまざまな領域でムダが生まれます。

　容器包装を少なくすると、上記のムダが軽減されるばかり
でなく、
天然資源のムダを抑制する
ゴミ収集車や処理場から排出されるCO2を減らすことが
できる

など、環境保全にも直接的な効果を及ぼすことが出来ます。

　埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉
市、さいたま市の八都県市は、企業に対しては、商品化、流通、
販売など、全ての段階で容器・包装を軽量化し、ゴミをできる
だけ出さないように、消費者に対しては、ゴミになる容器・包
装の少ない商品を選ぶ目を持つように、それぞれ協力を求
め、容器、包装を簡略化（ダイエット）し、ゴミを減らす努力をし
ていく「容器包装ダイエット宣言」を発表しました。
　キッコーマングループを含む多くの企業（06年10月現在65
社）がこの宣言に賛同し、それぞれが工夫を凝らし、容器、包
装の簡略化に向けて行動をおこしています。

　詳しくは、「八都県市容器包装ダイエット宣言」のホーム
ページをご参照下さい。
『八都県市容器包装ダイエット宣言』
 http://www.diet-youki.jp/
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３．環境会計

１）キッコーマングループの環境会計
　＜2008年度記載＞

○
○
○

○
○

○

（２）「PETボトルリサイクル推進協議会」に参加
＜2007年度記載＞

　PETボトルリサイクル推進協議会は、1993年、
PETボトルのリサイクル事業の推進
PETボトルのリサイクルを推進するため、消費者も含めた
幅広い広報活動
市町村の分別収集への協力

を目的に、PETボトルを利用する中心メーカー4団体（日本醤
油協会、全国清涼飲料協議会、日本果汁協会、酒類ペットボト
ルリサイクル連絡会）と容器及び樹脂メーカーの団体PETボト
ル協議会）の5団体で構成されています。
　2007年度現在、
2010年度 1本当たり軽量化率3％（2004年度比）
PETボトルリターナブルシステムの調査・研究
2010年度の回収率75％以上

の目標を掲げ、「再利用委員会」「リサイクル技術検討委員会」
「回収促進委員会」「3R推進委員会」などの委員会のもとで、調
査、啓蒙、調整活動を行っています。
　キッコーマンは、2007年度、日本醤油協会のメンバーとし
て、本協議会の副会長と理事を務めました。

（１）環境会計とは
　環境会計とは、企業等が、持続可能な発展を目指して、社会
との良好な関係を保ちつつ、環境保全への取組を効率的かつ
効果的に推進していくことを目的として、事業活動における環
境保全のためのコスト＊1とその活動により得られた効果＊2を
認識し、可能な限り定量的（貨幣単位または物量単位）に測定
し伝達する仕組みをいいます。

「環境保全のためのコスト」
環境保全を目的にして、事業活動において投下された投
資額と支出された費用額
「環境保全活動により得られた効果」
環境保全効果（環境汚染物質排出削減量、資源エネル
ギー節減量など）と環境保全対策に伴う経済効果（事業収
益への寄与額、コスト節減額など）

　環境会計を導入する企業には、以下のメリットが期待され
ます。
社外に環境保全活動に関するより正確な情報が開示でき
て、企業評価の向上につながる
環境保全活動に対する経営資源の投資がより適切な形と

なり、経営の効率化と経営体質の強化につながる
環境保全活動が、長期的視野に基づき、継続的、効率的に
推進できる
環境リスクが把握可能となり、経済的、社会的ロスの発生
が回避できる

　環境省は、2010年度に、上場企業の約50％及び従業員500
人以上の非上場企業の約30％が環境会計を実施するように
なることを目標に、環境会計ガイドライン等の公表や「環境会
計に関する企業実務研究会」を継続的に開催するなど、環境
会計の普及促進に努めています。2007年2月には、これまでの
ガイドライン（2002年版）を改訂した「環境会計ガイドライン
2005」を公表しました。
『環境会計ガイドライン2005年版』
 http://www.env.go.jp/policy/kaikei/guide2005.html
 
　環境会計ガイドライン2005を構成する項目は以下のような
ものです。
環境会計とは（環境会計の定義、環境会計の機能と役割、
環境会計の一般的要件、環境会計の構成要素）
環境会計の基本事項（基本事項、対象期間と集計範囲）
環境保全コスト（範囲、分類、集計方法）
環境保全効果（効果の分類、算定方法、保全コスト分類と
の対応による保全効果の抽出）
環境保全対策に伴う経済効果（内容、算定方法、経済価値
評価法）
連結環境会計の取扱い（範囲、集計）
環境会計情報の開示（環境保全活動の経過、成果、基本事
項、集計結果）
内部管理のための活用（外部公表情報と内部管理情報の
関係、内部管理手法の開発）
環境会計の数値を用いた分析のための指標（分析指標の
意義と役割、分析指標の内容）
環境会計の開示様式と内部管理表（外部公表のための開
示様式、内部利用のための管理表、環境会計の応用のた
めの各種参考表）

　2003年度の環境省の調査によれば、調査に回答した事業
者（有効回答数2,795社）のうち、環境会計を既に導入してい
ると回答した事業者は661社（上場企業の31.8％：393社／有
効回答数1,234社、非上場企業の17.2％：268社／有効回答数
1,561社）となっています。

（２）キッコーマングループ環境会計の歩み
　キッコーマンは、創業以来、一貫して環境に配慮した経営を
心がけてきました。1972年には独立した環境保全推進部門を
設立し、1992年には環境憲章を公表、1998年に環境報告書
を初めて公表、そして、2000年から環境会計を導入しました。
　キッコーマングループとしては、2001年に環境報告書の対
象をグループに拡大、2002年からはグループ内主な企業の環
境会計を公表しています。
　その後、キッコーマングループ環境報告書は、2004年には

キッコーマングループ環境経営報告書に、続いて2006年には
キッコーマングループ社会・環境報告書に姿を変えて現在に
至っています。
　キッコーマングループ環境会計は、各報告書に記載されて
いる他、WEB上でも詳細な内容が開示されています。

（３）対象範囲（2009年度現在）
　キッコーマン食品、北海道キッコーマン、流山キッコーマ
ン、平成食品工業、江戸川食品、日本デルモンテ、東北デルモ
ンテ、マンズワイン、フードケミファ、宝醤油、KFI（アメリカ）、
KSP（シンガポール）、KFE（オランダ）13社。対象期間は各社の
事業年度（＝財務報告書）と同一です。

（４）仕組み
　キッコーマングループの環境会計算出に際しては、
環境保全活動に投下されたコスト（投資額と費用額）をと
らえ
環境保全活動の成果を「量」で把握し、
「量的成果」を金額に換算しなおして「効果額」とするステッ
プを取っています。

　効果とする項目は、右記の4項目です。

エネルギー低減効果
使用した重油、電力、ガス、ガソリンなどの総エネルギー量
を金額換算し、前年度実績からの増減を効果としています。
エネルギー（化石燃料）抑制効果
A重油（化石燃料）に代えて燃焼させたしょうゆ油（植物性
燃料）量＊1から効果を算定します。
廃棄物・副産物＊2低減効果
廃棄物・副産物の環境負荷量のCO2換算値を金額換算し、
前年度実績からの増減を効果としています。
廃棄物・副産物抑制（再生利用）効果
可燃廃棄物を燃焼処理せず再生利用すると燃焼処理相当
分のCO2を抑制したとみなして、再生利用量を算定し廃棄
物抑制（再生利用）効果としています。

「植物性燃料」
しょうゆの原料である大豆・小麦を含め植物は、炭酸同化
作用により大気中のCO2を吸収しているため、植物や植物
由来の生成物を燃焼しても、大気中のCO2の増加には影
響しないとされています。キッコーマングループは、しょう
ゆの副産物（植物由来生成物）であるしょうゆ粕、しょうゆ
油を1987年から熱利用をしてきました（2007年度からは
しょうゆ油のみ）ので、この利用分をエネルギー（化石燃
料）抑制効果、ととらえています。
「廃棄物・副産物」
キッコーマングループは、廃棄物・副産物のなかに、有価
物、再生利用物を含めています。（エネルギー利用された
しょうゆ油は含みません。）なお、燃焼によりCO2を発生し
ない廃棄物（缶、鉄くず、ガラスくず、陶磁器くずなど）は、
有価物を含めて不燃物とし、ここには加えていません。

　量的効果を金額に換算するには以下の手続きをとります。
使用エネルギーと排出廃棄物・副産物の環境負荷量の
CO2換算値を、環境省エコアクション21「環境活動評価プ
ログラム」に従って算出
換算したCO2を、重油排出係数（2.710t-CO2/kℓ）を用いて
A重油量に換算
換算したA重油量に、重油の当該年度平均購入単価を乗じ
て金額に換算

（注）2008年度に金額換算法を変更しました。＜Ⅵ-3-2）参照＞

＊1

＊2

○

○

○

○

○

○
○
○

○

○
○

○

○

○
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● キッコーマングループ環境会計の仕組み

（２）「PETボトルリサイクル推進協議会」に参加
＜2007年度記載＞

　PETボトルリサイクル推進協議会は、1993年、
PETボトルのリサイクル事業の推進
PETボトルのリサイクルを推進するため、消費者も含めた
幅広い広報活動
市町村の分別収集への協力

を目的に、PETボトルを利用する中心メーカー4団体（日本醤
油協会、全国清涼飲料協議会、日本果汁協会、酒類ペットボト
ルリサイクル連絡会）と容器及び樹脂メーカーの団体PETボト
ル協議会）の5団体で構成されています。
　2007年度現在、
2010年度 1本当たり軽量化率3％（2004年度比）
PETボトルリターナブルシステムの調査・研究
2010年度の回収率75％以上

の目標を掲げ、「再利用委員会」「リサイクル技術検討委員会」
「回収促進委員会」「3R推進委員会」などの委員会のもとで、調
査、啓蒙、調整活動を行っています。
　キッコーマンは、2007年度、日本醤油協会のメンバーとし
て、本協議会の副会長と理事を務めました。

（１）環境会計とは
　環境会計とは、企業等が、持続可能な発展を目指して、社会
との良好な関係を保ちつつ、環境保全への取組を効率的かつ
効果的に推進していくことを目的として、事業活動における環
境保全のためのコスト＊1とその活動により得られた効果＊2を
認識し、可能な限り定量的（貨幣単位または物量単位）に測定
し伝達する仕組みをいいます。

「環境保全のためのコスト」
環境保全を目的にして、事業活動において投下された投
資額と支出された費用額
「環境保全活動により得られた効果」
環境保全効果（環境汚染物質排出削減量、資源エネル
ギー節減量など）と環境保全対策に伴う経済効果（事業収
益への寄与額、コスト節減額など）

　環境会計を導入する企業には、以下のメリットが期待され
ます。
社外に環境保全活動に関するより正確な情報が開示でき
て、企業評価の向上につながる
環境保全活動に対する経営資源の投資がより適切な形と

なり、経営の効率化と経営体質の強化につながる
環境保全活動が、長期的視野に基づき、継続的、効率的に
推進できる
環境リスクが把握可能となり、経済的、社会的ロスの発生
が回避できる

　環境省は、2010年度に、上場企業の約50％及び従業員500
人以上の非上場企業の約30％が環境会計を実施するように
なることを目標に、環境会計ガイドライン等の公表や「環境会
計に関する企業実務研究会」を継続的に開催するなど、環境
会計の普及促進に努めています。2007年2月には、これまでの
ガイドライン（2002年版）を改訂した「環境会計ガイドライン
2005」を公表しました。
『環境会計ガイドライン2005年版』
 http://www.env.go.jp/policy/kaikei/guide2005.html
 
　環境会計ガイドライン2005を構成する項目は以下のような
ものです。
環境会計とは（環境会計の定義、環境会計の機能と役割、
環境会計の一般的要件、環境会計の構成要素）
環境会計の基本事項（基本事項、対象期間と集計範囲）
環境保全コスト（範囲、分類、集計方法）
環境保全効果（効果の分類、算定方法、保全コスト分類と
の対応による保全効果の抽出）
環境保全対策に伴う経済効果（内容、算定方法、経済価値
評価法）
連結環境会計の取扱い（範囲、集計）
環境会計情報の開示（環境保全活動の経過、成果、基本事
項、集計結果）
内部管理のための活用（外部公表情報と内部管理情報の
関係、内部管理手法の開発）
環境会計の数値を用いた分析のための指標（分析指標の
意義と役割、分析指標の内容）
環境会計の開示様式と内部管理表（外部公表のための開
示様式、内部利用のための管理表、環境会計の応用のた
めの各種参考表）

　2003年度の環境省の調査によれば、調査に回答した事業
者（有効回答数2,795社）のうち、環境会計を既に導入してい
ると回答した事業者は661社（上場企業の31.8％：393社／有
効回答数1,234社、非上場企業の17.2％：268社／有効回答数
1,561社）となっています。

（２）キッコーマングループ環境会計の歩み
　キッコーマンは、創業以来、一貫して環境に配慮した経営を
心がけてきました。1972年には独立した環境保全推進部門を
設立し、1992年には環境憲章を公表、1998年に環境報告書
を初めて公表、そして、2000年から環境会計を導入しました。
　キッコーマングループとしては、2001年に環境報告書の対
象をグループに拡大、2002年からはグループ内主な企業の環
境会計を公表しています。
　その後、キッコーマングループ環境報告書は、2004年には

キッコーマングループ環境経営報告書に、続いて2006年には
キッコーマングループ社会・環境報告書に姿を変えて現在に
至っています。
　キッコーマングループ環境会計は、各報告書に記載されて
いる他、WEB上でも詳細な内容が開示されています。

（３）対象範囲（2009年度現在）
　キッコーマン食品、北海道キッコーマン、流山キッコーマ
ン、平成食品工業、江戸川食品、日本デルモンテ、東北デルモ
ンテ、マンズワイン、フードケミファ、宝醤油、KFI（アメリカ）、
KSP（シンガポール）、KFE（オランダ）13社。対象期間は各社の
事業年度（＝財務報告書）と同一です。

（４）仕組み
　キッコーマングループの環境会計算出に際しては、
環境保全活動に投下されたコスト（投資額と費用額）をと
らえ
環境保全活動の成果を「量」で把握し、
「量的成果」を金額に換算しなおして「効果額」とするステッ
プを取っています。

　効果とする項目は、右記の4項目です。

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

エネルギー低減効果
使用した重油、電力、ガス、ガソリンなどの総エネルギー量
を金額換算し、前年度実績からの増減を効果としています。
エネルギー（化石燃料）抑制効果
A重油（化石燃料）に代えて燃焼させたしょうゆ油（植物性
燃料）量＊1から効果を算定します。
廃棄物・副産物＊2低減効果
廃棄物・副産物の環境負荷量のCO2換算値を金額換算し、
前年度実績からの増減を効果としています。
廃棄物・副産物抑制（再生利用）効果
可燃廃棄物を燃焼処理せず再生利用すると燃焼処理相当
分のCO2を抑制したとみなして、再生利用量を算定し廃棄
物抑制（再生利用）効果としています。

「植物性燃料」
しょうゆの原料である大豆・小麦を含め植物は、炭酸同化
作用により大気中のCO2を吸収しているため、植物や植物
由来の生成物を燃焼しても、大気中のCO2の増加には影
響しないとされています。キッコーマングループは、しょう
ゆの副産物（植物由来生成物）であるしょうゆ粕、しょうゆ
油を1987年から熱利用をしてきました（2007年度からは
しょうゆ油のみ）ので、この利用分をエネルギー（化石燃
料）抑制効果、ととらえています。
「廃棄物・副産物」
キッコーマングループは、廃棄物・副産物のなかに、有価
物、再生利用物を含めています。（エネルギー利用された
しょうゆ油は含みません。）なお、燃焼によりCO2を発生し
ない廃棄物（缶、鉄くず、ガラスくず、陶磁器くずなど）は、
有価物を含めて不燃物とし、ここには加えていません。

　量的効果を金額に換算するには以下の手続きをとります。
使用エネルギーと排出廃棄物・副産物の環境負荷量の
CO2換算値を、環境省エコアクション21「環境活動評価プ
ログラム」に従って算出
換算したCO2を、重油排出係数（2.710t-CO2/kℓ）を用いて
A重油量に換算
換算したA重油量に、重油の当該年度平均購入単価を乗じ
て金額に換算

（注）2008年度に金額換算法を変更しました。＜Ⅵ-3-2）参照＞

＊1

＊2

効果（量）の金額換算＝

環境負荷量のCO2換算値÷A重油排出係数×平均A重油購入単価

環境保全活動に投下された「投資」、支出された「費用」を算出

効果（量）の金額換算費用対効果の分析、
吟味、将来計画

● 生産・サービス活動により生じる環境負荷抑制のためのコスト
● 環境保全管理活動におけるコスト
● 環境保全に関わる研究開発コスト
● 社会活動における環境保全コスト
● 環境損傷に対応するコスト
などを加算

環境保全効果（量）の評価
● 使用エネルギー量の節減効果
● 化石燃料抑制効果
● 生産廃棄物の節減効果
● 廃棄物再生利用
を把握

● 節減量を環境省発表のプログラムに
　 したがってCO2量に変換
● 変換したCO2量を重油の排出係数で
　 割ってＡ重油量（kℓ）に換算
● 換算したＡ重油量の購入額を算出して
　 効果額を把握

費
用

投
資

環境会計

効果額

STEP 1

STEP 2

STEP 3STEP 4
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２）「日経・JBIC排出量取引参考気配」の採用
　＜社会・環境報告書2009・48頁「環境会計の仕組み」

参照＞

３）「Ｊ－ⅤＥＲ制度」の採用
　＜社会環境報告書2013・WEB版21頁「環境会計の仕

組み」参照＞

　キッコーマングループの環境会計で環境保全効果を金額
に換算する際に使用していた「A重油価格」を、2008年度から
「日経・JBIC排出量取引参考気配」に変更しました。

　環境会計の中で保全効果を金額に換算する方式は、金額表
示されている投資・費用の効果がCO2量のみであっては、費用
対効果の対比が分かりにくい、という考え方から取り入れられ
たものですが、環境会計公表当時（1998年）にはCO2量の金
額換算基準がなかったため、当時の主なエネルギー源であった
A重油の平均購入単価を活用する独自の方式を採用しました。
　しかし、近年、
工場の主なエネルギー源は、A重油からガスや電気に変
わってきている
A重油価格の変動が大きいため環境会計もその影響を受
けてしまう
A重油価格は工場ごとに異なっている
排出権取引の動きが活発化し、CO2価格が示され始めた

などの理由で、「A重油価格」から「CO2価格」に変更することに
しました。

　現在、「CO2価格」として、「日経・JBIC排出量取引参考気配」
の他にも「全国林業改良普及協会」「自主参加型国内排出量
取引制度」「環境省AIMモデルによる推計」「国連気候変動型
枠組条約国連CDM」「RGGI CO2排出枠取引プログラム」など
が発表されていますが、これらの中から「日経・JBIC排出量取
引参考気配」を選んだのは、
CO2金額換算の説明責任の根拠が明確で、ステークホル
ダーが情報ソースへアクセス可能であること
前年度の平均価格が4月に公表されるので、6月に集計さ
れるキッコーマングループ環境会計にタイミングよく利用
できること
価格が円で公表されるため、為替変動の影響をうけないこと

などによります。

　「日経・JBIC排出量取引参考気配」は、2008年4月21日から、
国際協力銀行（JBIC）と株式会社日本経済新聞デジタルメディ
アが毎週月曜日に公表している排出量取引の動向気配価格
です。具体的には、国連が発行した排出量を日本市場で一定
量売買する場合の気配値（円ベース）を、協力8社（バークレイ
ズ・キャピタル証券株式会社、エコセキュリティーズ日本株式
会社、フォルティス銀行、JPモルガン証券株式会社、丸紅株式
会社、ナットソース・ジャパン株式会社、オルベオ/ローディア
ジャパン、住友商事株式会社）から得て算出し公表しているも
のです。
　2008年度に使用した「日経・JBIC排出量取引参考気配」は、
年度平均値で2,420.8円/t-CO2でした。 

（注）2009年度は、年度末の価格を利用し、1,450.4円/t-CO2
でした。

　キッコーマングループの環境会計で、環境保全効果を金額
に換算する際に2008年度から採用していた「日経・JBIC排出
量取引参考気配」を、2012年度から「J-VERお取引参考気配」
に変更しました。
　理由は、「日経・JBIC排出量取引参考気配」の発表が、2012
年7月30日で終了したからです。
　「J-VER制度」は、環境省が国内におけるCO2排出・削減取引
を促進させるために2008年11月に導入した制度で、2010年8
月から、制度の登録者などから売り・買い気配値を聞き取り、
その平中値が公表されています。
　キッコーマンの環境会計で換算値として利用するのは、
その中値の年度末の数字です。（2012年度は2013年2月中
値、5,875円/t-CO2を使用）

　キッコーマングループの「エネルギー・資源フロー」は、生
産活動に関わるINPUTとOUTPUTを表し、生産活動以降の流
通段階は含んでいません。
　数値に含まれる企業はグループ内で生産活動を営む主要
企業13社で、キッコーマングループ全体のフローを示してい
るといえます。
　フローで用いられている数値の内、INPUTの「エネルギー・
水」、OUTPUTの「固体・液体排出物」「気体排出物」および「廃
棄物・副産物」は、環境会計にも記載されていますので、企業
別や前年対比などの詳細把握が可能です。

○

○

○
○

○

○

○

４．エネルギー・資源フロー

１）エネルギー・資源フロー
　＜社会・環境報告書2009・47頁「エネルギー・資源

フロー」参照＞
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　キッコーマングループの環境会計で環境保全効果を金額
に換算する際に使用していた「A重油価格」を、2008年度から
「日経・JBIC排出量取引参考気配」に変更しました。

　環境会計の中で保全効果を金額に換算する方式は、金額表
示されている投資・費用の効果がCO2量のみであっては、費用
対効果の対比が分かりにくい、という考え方から取り入れられ
たものですが、環境会計公表当時（1998年）にはCO2量の金
額換算基準がなかったため、当時の主なエネルギー源であった
A重油の平均購入単価を活用する独自の方式を採用しました。
　しかし、近年、
工場の主なエネルギー源は、A重油からガスや電気に変
わってきている
A重油価格の変動が大きいため環境会計もその影響を受
けてしまう
A重油価格は工場ごとに異なっている
排出権取引の動きが活発化し、CO2価格が示され始めた

などの理由で、「A重油価格」から「CO2価格」に変更することに
しました。

　現在、「CO2価格」として、「日経・JBIC排出量取引参考気配」
の他にも「全国林業改良普及協会」「自主参加型国内排出量
取引制度」「環境省AIMモデルによる推計」「国連気候変動型
枠組条約国連CDM」「RGGI CO2排出枠取引プログラム」など
が発表されていますが、これらの中から「日経・JBIC排出量取
引参考気配」を選んだのは、
CO2金額換算の説明責任の根拠が明確で、ステークホル
ダーが情報ソースへアクセス可能であること
前年度の平均価格が4月に公表されるので、6月に集計さ
れるキッコーマングループ環境会計にタイミングよく利用
できること
価格が円で公表されるため、為替変動の影響をうけないこと

などによります。

　「日経・JBIC排出量取引参考気配」は、2008年4月21日から、
国際協力銀行（JBIC）と株式会社日本経済新聞デジタルメディ
アが毎週月曜日に公表している排出量取引の動向気配価格
です。具体的には、国連が発行した排出量を日本市場で一定
量売買する場合の気配値（円ベース）を、協力8社（バークレイ
ズ・キャピタル証券株式会社、エコセキュリティーズ日本株式
会社、フォルティス銀行、JPモルガン証券株式会社、丸紅株式
会社、ナットソース・ジャパン株式会社、オルベオ/ローディア
ジャパン、住友商事株式会社）から得て算出し公表しているも
のです。
　2008年度に使用した「日経・JBIC排出量取引参考気配」は、
年度平均値で2,420.8円/t-CO2でした。 

５．寄付

１）ちば環境再生基金
　＜社会・環境報告書2007・40頁「ちば環境再生基金

への寄付活動」参照＞

　キッコーマンは、（財）千葉県環境財団＊1が運営している
「ちば環境再生基金」の趣旨に賛同して、野田地域の社員に募
金を呼び掛け、寄付を行っています。

　2002年2月、千葉県が「とりもどそう！ふるさとの自然」という
スローガンのもとで策定した、県民総参加による「ふるさと千
葉の自然環境の保全と再生を目指す“ちば環境再生計画”」を
推進するために設置された基金。
　県民からの寄付を元に、（財）千葉県環境財団が
NPOや市民団体による自然環境の保全と再生、体験的環
境学習、省資源・省エネルギーの活動を公募し、助成してい
ます。
市町村が地域の住民等と連携しながら計画的に実施する
自然環境の保全・再生事業を助成しています。
なのはなやひまわりから収穫される油で資源の循環を体
験する、なのはなエコプロジェクト・ひまわりプロジェクト
を実施しています。
市町村などが行う、廃棄物の不法投棄対策と廃棄物処理法
の施行以前に処分された廃棄物の対策への助成をしてい
ます。

　キッコーマンは、2004年度から野田地域の社員からの募金
活動を始めました。環境部に事務局をおき、野田地域の事業
所（野田工場、研究本部、野田本社、総合病院）の協力を得て、
趣旨の周知、募金箱・パンフレット・ポスターの配布を行い、毎
年約10日間の募金活動を行っています。
　集められたお金は、マッチング寄付制度＊2からの金額と一
緒に基金に送られます。
　2006年には、キッコーマンが継続して行った寄付活動に対
し「ちば環境再生計画」を推進する千葉県から感謝状が送ら
れました。

＜2009年度追加＞
　「ちば環境再生基金」への継続大口寄付活動に対して、
2009年1月、堂本暁子千葉県知事からの感謝状が千葉県環境
財団理事長の手でキッコーマンに届けられました。2006年度
にも同様の感謝状を頂いており、2008年度は二回目となります。

「（財）千葉県環境財団」
自然環境の保全、再生及び活用のための事業を行なうと
ともに、大気汚染、水質汚濁等の公害の発生を防止し、環
境保全に関する調査研究及び知識の普及啓発を図り、健
康にして豊かな郷土の建設に寄与することを目的として
設立された財団法人です。
「マッチング寄付制度」
キッコーマンの社員ボランティア活動支援制度の一つ
で、社員が外部公共団体などに寄付する際に、会社も一
定比率の金額を合わせて寄付する制度です。

○

○

○

○

＊1

＊2

【 ちば環境再生基金 】
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１．生物多様性
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１）生物多様性への取り組み
＜2012年度記載＞

　キッコーマンは、江戸の昔から自然からの恵みを生業の基
本としてきました。江戸川を通って野田に送られる常陸地方の
大豆、下総台地や上州・相模などの小麦、行徳や赤穂の塩は、
豊かな自然がしょうゆを産みだすために届けてくれる贈り物
でした。そればかりではありません。江戸川を利用すれば、出
来たしょうゆを朝船で送れば昼にはもう日本橋に届いていま
した。そして、江戸川の、しょうゆ造りに適した水がキッコーマ
ンしょうゆの品質を大きく高めてくれていました。また、樽を作
るための杉、竹なども、豊かな自然があってこそ活用できるも
のでした。
　野田におけるしょうゆ造りには、江戸川をはじめとする自然
の恩恵がはかりしれない貴重な恵みを与えてくれていました。
現在キッコーマングループが掲げる「自然のいとなみを尊重
し、環境と調和のとれた企業活動」「ゆとりある社会の実現に
貢献」という環境理念の背景には、こうした長い歴史がありま
した。
　また、キッコーマングループ各社の製品も、豊かで健康な自
然が生み出してくれる恵み（大豆、小麦、トマト、ブドウ、海草、
塩、麹菌など）を原材料としています。
　豊かで健康な自然があってこそのキッコーマングループ。
だからこそ私たちは、人間、資源、風土を大切にしながら、自然
との共生、社会との調和を求める環境問題を大切に考えてい
ます。そしてそれが、世界中で「キッコーマンという会社があっ
て良かった」と思っていただける第一歩、と信じています。

（１）生物多様性発表
　 ＜社会環境報告書2011・20頁「企業と生物多様性セミ
　　ナーでエコ学習成果発表」参照＞

　2010年8月、キッコーマン
環境部は、野田市清水公園
に小学生を招いて開催して
いるエコ学習を、学校と協力
した生物多様性保全活動の
実践例として、千葉県生物多
様性戦略室セミナーで発表
しました。さまざまな生き物
がありのままに生きる姿を紹
介し、多様な生き物が暮らす環境保全の大切さを子供たちに
伝える活動は、教育現場と連携した企業活動として注目され、
10月に名古屋で開かれたCOP10でも千葉県の事例の一つと
して紹介されました。

（２）生物多様性民間参画パートナーシップ加入
　　＜2012年度記載＞

　2011年5月、キッコーマングループは「生物多様性民間参画
パートナーシップ」に加入しました。
　生物多様性民間参画パートナーシップは、事業者の生物多
様性への取り組みを推進するため、より多くの事業者の参加
を募り、事業者同志が、経済界・学会・公的機関など事業者の
取り組みを支援する様々な関係者と共に、情報共有、経験交
流を図ります。パートナーシップの趣旨に賛同し、パートナー
シップの行動指針に沿った活動を行おうとする事業者が会員
となります。



２．清水公園

＜環境経営報告書2004・32頁「自然の美を人々へ」参照＞

３．北海道野生動物保護公社への協力

＜環境経営報告書2004・32頁「希少野生生物保護に協力」
　参照＞
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　清水公園は、野田市北部に約28万平方メートルの敷地を持
つ公園です。一般に開放され、公園内に点在する各種施設と、
四季折々に咲き誇る花々が人々に憩いの場を提供していま
す。キッコーマンは、公園を管理している千秋社と創業当初か
ら深い関わりを持ち、公園の運営に協力しています。
　清水公園の詳細はこちらをご覧ください。
『清水公園・ホームページ』
 http://www.shimizu-kouen.com/

　北海道キッコーマンは、千歳工場時代の1999年より、絶滅
の危機に瀕している貴重な動物の保護、調査、研究、啓発など
の活動を行う「北海道野生生物保護公社」の趣旨に賛同し、協
力しています。特に、昔からアイヌの人々に「村の守神」と呼ば
れて親しまれ、現在は、推測わずか120羽程度しか生息してい
ないシマフクロウの保護活動に力を入れています。
 
（注）北海道千歳市で操業するキッコーマン千歳工場は、

2005年10月より、北海道キッコーマン株式会社となりま
した。

皆さんが立っている場所は、数千年前、縄文時代の人達が暮らしていたあとです。
その頃、東京湾はこのあたりまで深く入りこみ、美しい海岸線がはるか南の方へ伸び、森や丘や沼や小川などの豊かな
自然がどこまでも続いていたことでしょう。
明治二十七年（一八九四年）、茂木家の先人が緑と水に恵まれたこの台地を選んで、清水公園の基をつくりました。
縄文の人たちが、木の実や貝を取りながら平和に生活していた土地は、現代の人びとにとっても、この上ない安らぎの
場となりました。
「花ファンタジア」では七百種類の四季の花々を楽しめます。また、園内を彩る桜やツツジをはじめ、梅、藤、花菖蒲、萩、
ぼたんなどの百樹百花。さらに秋の紅葉の美しさはご来園の皆様の絶賛をあびています。
そして、フィールドアスレチックは、森と水と澄んだ大気の中に、子供達の明るい歓声がはずむ冒険と遊びの国―――。
さあ、皆さんも、自然とともにのびのびと楽しい一日をお過ごしください。
 
野田・清水公園とキッコーマン
この公園は、株式会社千秋社が所有し、管理運営しています。千秋社とゆかりの深いキッコーマン株式会社は、大正六年
の創業以来、千秋社とともに、自然環境の保護、設備の充実に力を注いできました。
 
株式会社千秋社
キッコーマン株式会社

自然人間になりたいな

● 清水公園

● 北海道野生生物保護公社シンボルマーク

【 清水公園の看板 】



４．緑の環境維持

＜環境経営報告書2005・17頁「千歳工場が優良緑化工場
　として経済産業大臣賞受賞」参照＞

５．工場緑化推進で経済産業大臣賞受賞

＜環境経営報告書2005・17頁「千歳工場が優良緑化工場
　として経済産業大臣賞受賞」参照＞

６．ボーイスカウトの手賀沼水質調査に協力

＜社会・環境報告書2008・42頁「ボーイスカウトの手賀沼
　水質調査に協力」参照＞
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１）カリフォルニア工場の環境保全活動
　＜社会・環境報告書2007・32頁「KFIカリフォルニア

工場が6年連続でWRAP賞を受賞」参照＞
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　北海道キッコーマンは、千歳臨空工業団地のほぼ中央に立
地し、自然環境を大切にする企業精神のもと、自然林を生かす
など自然環境に配慮しながら、多くの緑地の整備、維持、管理
を行い、緑地等の環境施設を地域住民などに広く開放してい
ます。

　2004年10月1日に開催された第23回工場緑化推進全国大
会において、工場緑化推進の功績に対し、千歳工場（当時）が
経済産業大臣賞を受賞しました。
　北海道の自然林を生かすなど自然環境に配慮しながら、多
くの緑地を維持管理して工場緑化の推進に努力したことや、
工場見学や「昆虫パネル展」開催の際に緑地等を開放するな
ど、地域の人々に安らぎの場を提供し、それが地域住民の楽し
みの一つになっていることが評価されました。このような千歳
工場の姿勢は「地球環境に対する優しさや幸福感に満ちた市
民の笑顔が行き交うまちづくり」を目指す千歳市の方針に合
致する、とされています。

　ボーイスカウト柏2団ベンチャー隊＜計画・実行・自己評価
の実践を体験する特別プロジェクト隊。大学1年生のリーダー
と高校生3人のグループ＞は、汚染が進んでしまっている身近な
自然・手賀沼の実態をもっとよく知りたいと考え、2007年8月、
手賀沼が汚れた原因、過去と今
汚れの原因の分析、水に何が溶解しているか、その物質と
汚れの関連
手賀沼とそこに流れ込む川の水中生物

をテーマにした環境調査を行うことにしました。
　環境・安全分析センターは、
その一部の水質分析につい
て、調査方法の指導、サンプリ
ング器具の貸与、水質分析の
実施のお手伝いをしました。
その結果、手賀沼の水のpH
（水素イオン濃度）は8付近、
D O（溶 存 酸 素 量）は 6 ～
9mg/ℓ、COD（化学酸素要求
量）は7mg/ℓ以下で、いずれも環境基準をぎりぎりにクリアし
てはいるものの、自分達が思っている以上に汚れていることを
自覚しました。10月には調査結果の報告会が開かれ、その結
果が地元の地域紙にも掲載されました。

　2006年、KFIカリフォルニア工場は、カリフォルニア州から6
年連続7回目となるWRAP賞（Waste Reduction Awards 
Program）を受賞しました。この賞は、省エネルギーや廃棄物
削減など環境保全への取り組みを表彰するもので、継続的な
努力と改善が、連続受賞につながりました。
　また、同工場は、工場所在地のサクラメント郡からも、環境
保全への取り組みを評価するB E R C 賞（ B u s i n e s s 
Environmental Resource Center Award）を、前例のない3
年連続で受賞しました。特に今回は最優秀賞の受賞でした。
　これらの受賞実績は、周辺地域から多数の賛辞を受け、KFI
の企業姿勢に対する高い評価につながっています。このよう
な評価が得られるのは、環境管理者を中心にした工場従業員
全員が、日常の作業の場に環境保全活動をルーチンとして組
み込んできているからです。

○工場の敷地面積： 88,822m2

○ 緑地の割合： 51％
○緑地の種別 自然型樹群

整形型樹群
植栽
地被植物

：35％
：14％
：18％
：32％

○
○

○



８．オランダ

１）環境浄化協力
　＜環境経営報告書2004・26頁「自然保護に協力」参照＞
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＜2009年度追加＞
　2008年度も、カリフォルニア工場では、カリフォルニア州か
らWRAP賞（Waste Reduction Awards Program）、工場の所
在するサクラメント郡からSSB賞（Sacramento Sustainable 
Business Award）、サクラメント郡の環境団体からSEC賞（Sacramento 
Environmental Commission Award）を受賞しました。

　1997年より、KFEは、オランダ・フローニンゲン州にあるザ
ウドラーデル湖（Zuldlaardermeer）の水質改善プロジェクト
に協力していますが、その背景には以下のような事情があり
ました。

　オランダの歴史は水との戦いの歴史であったといえます。
オランダ人は一面の沼地に堤防を築き、排水装置を開発する
ことで、人間の住める土地を開拓してきました。しかしながら
1990年代において、幾度かの洪水がオランダの住民を襲いま
した。地球温暖化による海面の上昇や排水能カの減衰がその
原因と言われていますが、特にフローニンゲン地区では、天然
ガスの採取による地盤沈下が被害を広げる結果となりました。

　ザウドラーデル湖は、オランダ・フローニンゲン州でも有数
の湖（州で二番目の大きさ）で、大切な水源となっています。し
かし、水質の汚染が深刻化し、生態系への悪影響によって、以
前はよく見られた魚や小動物、野鳥までもがその数を減らし
てしまいました。それらの問題解決には「貯水量の管理」「水
質の浄化」「生態系の復帰」が必要となります。その目標達成に
向けて、環境保全団体の“Stichting Het Groninger Landschape”
が中心となり、水質改善プロジェクトを着手しました。この水
質改善プロジェクトは、ヨーロッパ共同体、オランダ政府、フ
ローニンゲン州、ホッヘザンドーサッペメア市、 WNF（WWF
関連団体）等によって支援されています。
　1997年、上述の環境保全団体から、キッコーマン・フード・
ヨーロッパ（KFE）ヘプロジェクトに協カしてほしい旨の申し入
れがありました。KFEは「自然との調和」、「地域社会にとって存
在意義のある会社へ」のポリシーのもと、地元住民への関心
が高いこと、当湖が工場の水源であること、自然の恵みへ恩返
しできる機会であることなどの理由からこれを快諾し、メイン
スポンサーとしての寄付を申し出ました。この資金で導入され
た湖水汲み上げ用の風車は、「キッコーマン風車」と名付けら
れています。
　プロジェクトが達成しようとする水質浄化のメカニズムは、
「自然のカをエネルギー源とし、自然の治癒カで浄化する」の
が特徴です。具体的には、広大な水質浄化エリアを湖の隣に
設け、風のカを利用して少しずつ湖の水を汲み上げます。この
水が浄化エリアをゆっくりと流れる間に、水生生物や微生物
などの働きによって徐々に浄化され、また湖に戻っていくとい
う仕組みになっています。
　長期的なプロジェクトですから、発足以来まだ期間の短い
現在では、著しい効果が確認されたわけではありませんが、
水質と生態系が改善の兆しを見せ始めていると報告されてい
ます。また、このプロジェクトはさまざまなメディアで取り上げ
られ、「自然への負荷の少ない水質管理方法」として注目を浴
びています。こういった自然保護の取り組みが各地に広がって
いくことも成果の一つでしょう。
　KFEと環境保全団体の間では、少なくとも2012年までは寄
付を続ける契約が結ばれています。当プロジェクトでは今後、
浄化エリアと各設備の維持及び改善が続けられていきます。
このプロジェクトは、現在は試験的にザウドラデル湖で実施さ
れていますが、この方法は地域を選ばず、どこでも実施できる

しょうゆ粕の飼料利用の推進
段ボールや包装用ビニール袋のリサイクルの
推進などによる廃棄物削減
老朽化した水銀灯から高効率の蛍光灯への更新
夏季の休日におけるボイラー休止
冬季における外気温検知による製麹用冷却機の
自動停止
蒸気ドレン回収設備によるエネルギーの有効活用
洗浄用ホースの適切な取り扱いの徹底などによる
漏水の防止 

○
○

○
○
○

○
○

KFIカリフォルニア工場における主な環境保全活動
のが特徴です。いずれはオランダのみならず、世界の至る所で
実施される日が来るかもしれません。ヨーロッパ共同体が参
画していることは、その関心の高さの証明ともいえます。

＜2011年度追加＞
　KFEが引き続き寄付をしているグローニンゲン州の水質改
善プロジェクトの10年間の観察結果が出ました。
　それによりますと、水質改善が進んだ結果、
54種類の鳥類が見られるようになりました。内8種類の絶
滅危惧種が含まれます。
129種類の植物が見られるようになりました。内6種類の絶
滅危惧種が含まれます。
8種類の魚類が見られるようになりました。
25種類以上の蝶類が見られるようになりました。

今後も、湖に暮らす生き物の生物多様性保全はもとより、人々の
生活、教育、レクリエーション環境の向上に協力していきます。

　2002年、KFEは、創立5周年を記念した地域貢献活動とし
て、オランダの緑化基金（Het National Groenfonds）を応援
しました。当基金は、森を増やすことで環境の改善と地球温暖
化の緩和を目指そうと、オランダ国内での植林プロジェクトを
進めています。 KFEからの寄付は、工場の南西、約60kmに位
置するハイケルフェルド（Het Hijkerveld）自然公園に役立て
られ、広々とした公園内に30,000本の木が植えられました。今
はまだ若い苗木ですが、この木々が枝を広げ青々とした葉を
たたえるようになる頃には、多くの野鳥や野生動物たちが集
まってくることでしょう。当自然公園では他にも、オランダ伝統
の畜産方法である牧羊犬をパートナーとした羊の飼育や、郷

土資料館などが公開されてい
ます。これまで当基金への支援
は、公共の団体が主体となって
進められてきたことから、「今回
のKFEの協力が、他の一般企業
の関心を呼ぶ引き金になるだ
ろう」と高く評価されています。



９．シンガポール

２）植林支援
　＜環境経営報告書2005・27頁「植林プロジェクトへの

支援」参照＞
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１）人造池開発支援
　＜2011年度記載＞

２）自然遺産の木を授与される
　　<社会･環境報告書2012・WEB版16頁「シンガポール

自然環境保護への貢献」参照>

＜2009年度追加＞
　2008年度も、カリフォルニア工場では、カリフォルニア州か
らWRAP賞（Waste Reduction Awards Program）、工場の所
在するサクラメント郡からSSB賞（Sacramento Sustainable 
Business Award）、サクラメント郡の環境団体からSEC賞（Sacramento 
Environmental Commission Award）を受賞しました。

　1997年より、KFEは、オランダ・フローニンゲン州にあるザ
ウドラーデル湖（Zuldlaardermeer）の水質改善プロジェクト
に協力していますが、その背景には以下のような事情があり
ました。

　オランダの歴史は水との戦いの歴史であったといえます。
オランダ人は一面の沼地に堤防を築き、排水装置を開発する
ことで、人間の住める土地を開拓してきました。しかしながら
1990年代において、幾度かの洪水がオランダの住民を襲いま
した。地球温暖化による海面の上昇や排水能カの減衰がその
原因と言われていますが、特にフローニンゲン地区では、天然
ガスの採取による地盤沈下が被害を広げる結果となりました。

　ザウドラーデル湖は、オランダ・フローニンゲン州でも有数
の湖（州で二番目の大きさ）で、大切な水源となっています。し
かし、水質の汚染が深刻化し、生態系への悪影響によって、以
前はよく見られた魚や小動物、野鳥までもがその数を減らし
てしまいました。それらの問題解決には「貯水量の管理」「水
質の浄化」「生態系の復帰」が必要となります。その目標達成に
向けて、環境保全団体の“Stichting Het Groninger Landschape”
が中心となり、水質改善プロジェクトを着手しました。この水
質改善プロジェクトは、ヨーロッパ共同体、オランダ政府、フ
ローニンゲン州、ホッヘザンドーサッペメア市、 WNF（WWF
関連団体）等によって支援されています。
　1997年、上述の環境保全団体から、キッコーマン・フード・
ヨーロッパ（KFE）ヘプロジェクトに協カしてほしい旨の申し入
れがありました。KFEは「自然との調和」、「地域社会にとって存
在意義のある会社へ」のポリシーのもと、地元住民への関心
が高いこと、当湖が工場の水源であること、自然の恵みへ恩返
しできる機会であることなどの理由からこれを快諾し、メイン
スポンサーとしての寄付を申し出ました。この資金で導入され
た湖水汲み上げ用の風車は、「キッコーマン風車」と名付けら
れています。
　プロジェクトが達成しようとする水質浄化のメカニズムは、
「自然のカをエネルギー源とし、自然の治癒カで浄化する」の
が特徴です。具体的には、広大な水質浄化エリアを湖の隣に
設け、風のカを利用して少しずつ湖の水を汲み上げます。この
水が浄化エリアをゆっくりと流れる間に、水生生物や微生物
などの働きによって徐々に浄化され、また湖に戻っていくとい
う仕組みになっています。
　長期的なプロジェクトですから、発足以来まだ期間の短い
現在では、著しい効果が確認されたわけではありませんが、
水質と生態系が改善の兆しを見せ始めていると報告されてい
ます。また、このプロジェクトはさまざまなメディアで取り上げ
られ、「自然への負荷の少ない水質管理方法」として注目を浴
びています。こういった自然保護の取り組みが各地に広がって
いくことも成果の一つでしょう。
　KFEと環境保全団体の間では、少なくとも2012年までは寄
付を続ける契約が結ばれています。当プロジェクトでは今後、
浄化エリアと各設備の維持及び改善が続けられていきます。
このプロジェクトは、現在は試験的にザウドラデル湖で実施さ
れていますが、この方法は地域を選ばず、どこでも実施できる

のが特徴です。いずれはオランダのみならず、世界の至る所で
実施される日が来るかもしれません。ヨーロッパ共同体が参
画していることは、その関心の高さの証明ともいえます。

＜2011年度追加＞
　KFEが引き続き寄付をしているグローニンゲン州の水質改
善プロジェクトの10年間の観察結果が出ました。
　それによりますと、水質改善が進んだ結果、
54種類の鳥類が見られるようになりました。内8種類の絶
滅危惧種が含まれます。
129種類の植物が見られるようになりました。内6種類の絶
滅危惧種が含まれます。
8種類の魚類が見られるようになりました。
25種類以上の蝶類が見られるようになりました。

今後も、湖に暮らす生き物の生物多様性保全はもとより、人々の
生活、教育、レクリエーション環境の向上に協力していきます。

　2002年、KFEは、創立5周年を記念した地域貢献活動とし
て、オランダの緑化基金（Het National Groenfonds）を応援
しました。当基金は、森を増やすことで環境の改善と地球温暖
化の緩和を目指そうと、オランダ国内での植林プロジェクトを
進めています。 KFEからの寄付は、工場の南西、約60kmに位
置するハイケルフェルド（Het Hijkerveld）自然公園に役立て
られ、広々とした公園内に30,000本の木が植えられました。今
はまだ若い苗木ですが、この木々が枝を広げ青々とした葉を
たたえるようになる頃には、多くの野鳥や野生動物たちが集
まってくることでしょう。当自然公園では他にも、オランダ伝統
の畜産方法である牧羊犬をパートナーとした羊の飼育や、郷

土資料館などが公開されてい
ます。これまで当基金への支援
は、公共の団体が主体となって
進められてきたことから、「今回
のKFEの協力が、他の一般企業
の関心を呼ぶ引き金になるだ
ろう」と高く評価されています。

　2010年KSPは、シンガポール中心地マリナ湾に建設されて
いる国立公園の人工池造成プロジェクトに賛同し、建設資金
の一部を寄付しました。
　人工池（Kingfisher Lake）は市民憩いの場となると共に、多
様な水生植物を育てることで、
水生植物が濾過層の役割を果たし、水の汚れが減少され
沈殿物が除去される 
水生植物やアシの島が、窒素や燐のような栄養分を吸収
するように組み込まれ、藻の繁殖を抑え良質な水を作る
水生植物の多様性、良好な水循環やエアレーションを維
持することにより、魚やトンボが成育できる　

など、良好な水質環境を維持し、多くの魚や昆虫類が成育す
る場を与えることを目的としています。

　シンガポール政府が国立公園として開発中のGardens by 
the Bay の一画に建設されている、水生植物の水浄化力を
テーマにしたKingfisher Lake 造成プロジェクトに対して、
KSP は25 周年事業の一環として100 万S$を寄贈しました。
このプロジェクトは、国民や旅行者に緑の空間を提供する湖
に、水生植物の水を浄化する機能、水の栄養分を豊かにする
機能、水生生物を成育する機能など、生態学上の工夫を盛り
込んだもので、自然との共存を目指すシンガポール構想の
ショーケースの一つです。緑化への貢献が評価され、美化と緑
化を推進する式典の席上、KSPはシンガポール政府より「自然
遺産の木」＊を授与されました。
＊「自然遺産の木」
Fort Canningの頂き近くに
植わっている樹齢80 年のレ
イン・ツリー。その木の根元
に「この木はKSPの貢献に対
し同社に寄贈しました。国家
公園局」と書かれた額があり
ます。

○

○

○
○

○

○

○
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１０．バイオで救う自然の命

１）ホタルの命
　＜環境経営報告書2004・13頁「ホタルの発光メカニ

ズムを利用して汚れをチェック」参照＞

１１．植物ワクチン

＜2011年度記載＞

　例えば
「微生物（汚染）検査」
その食品がもともと持っていたATPを消却する。
微生物からATPを抽出する薬品を混ぜる。
これに「ルシフェラーゼ」と「ルシフェリン」を加える。
その結果の発光量を測る。
食品が微生物に汚染されている度合がわかる。

「清浄度検査」
洗浄後の調理器具などに食品残さ物が付着していると生
物由来のATPがある。
これに「ルシフェラーゼ」と「ルシフェリン」を加えると発光
する。
その発光量を測る。
調理器具に食品残さ物が残されている度合がわかる。

　発光酵素「ルシフェラーゼ」はホタルの体内でつくられるも
ので、これを人工的に製造することは困難でした。この原理を
利用するためには、ホタルの持つ天然の「ルシフェラーゼ」を
活用せざるを得ず、1gの「ルシフェラーゼ」を得るためには10
万匹のホタルの命が必要とされ、原理活用のネックになって
いました。

　1988年、キッコーマンは、大腸菌にゲンジホタルの発光酵
素遺伝子を組み込むことで、生物発光酵素「ルシフェラーゼ」
の量産化への道を開き、多くのホタルの命を救いながら、食
品ならびに食品製造過程における効果的な微生物（汚染）検
査を可能にしました。さらに、この検査法は、他の検査方法で
大量に必要とする微生物培養シャーレなどの検査器具を使い
ませんので、簡便性に富み、廃棄物削減効果にも寄与するも
のでした。

＜環境経営報告書2005・16頁「ホタル ルシフェラーゼの
　応用開発が日本農芸化学会技術賞を受賞」参照＞

【 原理応用のネック 】

【 キッコーマンの技術開発 】

○
○
○
○
○

○

○

○
○

【 2004年度日本農芸化学会技術賞を受賞 】
　生きたホタルを破壊することなく発光原理を活用できる技
術を用いて、衛生検査などの領域で製品化を進めたキッコー
マンの応用開発は、その精度や操作性などの商品力と共に、
検査時間の短縮、廃棄物の減少などの環境保全面での有効
性も認められ、日本農芸化学会から2004年度農芸化学会技
術賞を受賞しました。

【 つゆ・たれ製造過程での活用 】
　つゆ・たれ製品には、製造後、一般生菌などの微生物が混
入されていないことを確認する作業が必要です。これまでの
確認法は「培養→コロニーカウント」を基本手続きとしていま
したので、検査結果が出るまでに1週間前後製品出荷を待機
させなければなりませんでした。ルシフェラーゼとATPの発光
原理を応用した「ATP法」では検査の期間を2日に短縮できる
ことがわかりましたので、2005年1月、キッコーマン生産本部
では「ATP法」を基礎とした「迅速微生物検査法」を品質管理
に組み入れました。その結果、検査期間が短縮され、マーケッ
ト需要に応じた適切な在庫量をより容易に管理できるように
なりました。

　植物ワクチンは、弱いウイルスを
身体に接種して発病を抑える「ワク
チン予防接種」の仕組みを植物に応
用するものです。
　キュウリ モザイク ウイルス（CMV）
は、トマトなどの植物に感染して大
きな打撃を与えるウイルスで、アブ
ラムシが運びます。これまでのウイ
ルス予防は、アブラムシを駆除する
殺虫剤の大量散布で行いました。
　日本デルモンテは、製品の主要原
料であるトマトを守るため、CMVワ
クチンの研究を進め、トマトの苗に
ワクチンを予防接種する事に成功し
ました。
　これは、トマトの苗を病気から守るだけでなく、アブラムシ
駆除のために殺虫剤を大量に散布する必要がなくなるので、
「虫類を無用に排除する機会を減らす環境に優しい農業」にも
つながります。
　日本デルモンテはCMV以外の植物ワクチンの開発にも取り
組んでいます。

【 ホタルが光る原理 】
　ホタルが光をだすのは、体内で生産する酵素「ルシフェラー
ゼ」を触媒とし、同じく体内にある「ルシフェリン」と高エネル
ギー化合物「アデノシン-3-リン酸」（ATP）を反応させているか
らです。

【 原理の応用 】
　「ATP」は全ての生物が持っている"生き物の証"です。これ
に「ルシフェラーゼ」「ルシフェリン」が働きかけて発光する原
理を応用すれば、衛生検査、清浄度測定を安全、迅速、簡便に
行えることは以前からわかっていました。



１．non-GMO（非遺伝子組換え）原料の活用

＜社会・環境報告書2006・13頁「nonGMO（非遺伝子組換
え）作物の使用」参照＞
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　遺伝子組換え（GMO）作物が日本に初めて輸入されたのは
1996年11月。その安全性や環境への影響をめぐって、賛否両
論が湧き上がってきました。キッコーマンでも、使用している
原料大豆がGMO大豆生産国・アメリカからのものであったの
で、 GMO大豆が入ってくることになった当初から、GMO問題
には関心を払ってきました。

　2000年3月、農水省が「遺伝子組換えに関する表示の基準」
を公表し、翌2001年4月に表示が義務付けられました。そうし
た中で、しょうゆに関しては「長い時間をかけた醸造過程で原
料の大豆タンパクやDNA（遺伝子）が分解されてしまう」と言
う理由で、表示義務の対象にはなりませんでした。しかし、しょ
うゆ業界では、任意表示という前提で業界としてのガイドライ
ンを作ることになり、当社としても任意表示ができる状況が
整ってきました。
 
　しょうゆが表示義務の対象からはずされたにもかかわら
ず、non-GMO宣言をした背景にあったのは、ユーザーニーズ
でした。しょうゆ業界は、全国約1500社あるなかで、上位5社

が占めるシェアは50％程度に過ぎず、中小メーカーの数が圧
倒的に多い業界なのですが、non-GMO化対応は、まずは中
小メーカーから始まりました。そして、とくに学校給食関係、生
協、大手の加工用ユーザーから「できればnon-GMO原料がほ
しい」という要請が多く届けられるようになってきたのです。
 
　キッコーマンも本格的にこの問題に取り組み、2003年6月
には、しょうゆ原料の大豆をすべて非遺伝子組換え（non-GMO）
原料に切り換えることを宣言しました。現在では、特に業務
用・加工用ユーザーの間から要望が強いので、原料規格書を
出す時には、non-GMOの問題はアレルゲンの問題と並んで
いまや必須項目となっています。
 
　現在キッコーマンでは、国内のしょうゆに使用する丸大豆と
加工用脱脂大豆に対して定期的に原料の抜き取り調査を行
い、non-GMOであることを自主的に確認しています。また、生
産・流通段階では、IPハンドリング（non-GMO作物とGMO作
物とが混在しないように分別管理し、その管理内容を記した
文書により分別管理を証明する管理法）による管理を行って
います。その結果、たとえば特選丸大豆しょうゆのラベル内で
は、「原材料名　大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩」と言
うように、non-GMOであることを明記しています。

● 原材料に「大豆（遺伝子組換えでない）」と表示しているラベル



２．ポジティブリスト制度に対応した農薬検査

＜社会・環境報告書2006・13頁「残留農薬の分析法確立」
　参照＞
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３）

　キッコーマンは、ポジティブリスト制度に対応し、精度、ス
ピード、コスト面で優れた醤油製造に関する残留農薬一斉分
析法を開発したので、（財）日本醤油技術センターより、2006
年度の「日本醤油技術センター技術賞」を受賞しました。以下
は、同賞を受賞した技術の開発担当者による研究レジメです。

　食品衛生法が2003年5月に改正され、残留農薬ポジティ
ブリスト制度が2006年5月に施行されることが決定した。
同制度では全食品が規制対象となり、801種類の農薬等に
基準値もしくは暫定基準値が設定された。それらの基準値
が設けられなかった農薬については、0.01ppmという厳し
い一律基準値が定められた。食品を製造している事業者に
とって、農薬問題は安全な食品を提供する上で重要な課題
との判断に基づき、分析法の開発を開始した。
　本研究で採用した一斉分析法構築の基本方針としては、
（１）確実な農薬の定性、（２）高精度な定量、（３）定量感
度が0.01ppmを満足する事、および、（４）迅速で簡便な操
作を掲げた。
　上記方針を達成するために、サンプル抽出液の精製に
は、操作が簡便・迅速で、しかも応用範囲の広い固相抽出
を主とする前処理方法を開発した。測定機器としては、ま
ず、厚生労働省により推奨されているGC/MSを検討した
が、サンプル由来の爽雑物質の影響が大きく、精度の高い
分析を行うことは困難であった。それに対して、次に検討し
た四重極型GC/MS/MSは定性・定量能力に優れ、爽雑物
質の影響を受けにくく、これを用いる事によって、原料（大
豆、小麦）、醤油、副産物中の97種類の農薬を0.01ppmの
濃度でも高精度分析が可能な方法を確立することができた

１～３）。本方法により、原料、製品など約200検体を分析
したところ、全てにおいて農薬は不検出であった。
　また、実験的に農薬混合物を熟成醤油諸味に添加、圧搾
して、液汁、油および粕のそれぞれに分配される農薬の種
類および量を調べた。その結果、醤油粕に分配される農薬
の種類が最も多いことが明らかになった3)。
　ポジティブリスト制度の施行に対応して、精度、スピー
ド、コストの面で優れた醤油製造に関する残留農薬一斉分
析法を開発し、その成果を日本醤油技術センターの研究発
表会と「醤油の研究と技術」誌に発表した。本研究をさらに
積極的に展開し、分析技術を磨き、食の安全と安心に関し
て正確な情報を発信し続けるとともに、醤油業界の発展に
貢献したい。
 
[文献]
榊原達哉，石山孝，木村紀子，辰巳宏樹，佐々木正興： 
日本醤油技術センター第62回研究発表会講演要旨集 4 
（2005）
榊原達哉，石山孝，木村紀子，堀内達雄，辰巳宏樹，佐々
木正興： 醤油の研究と技術32，No2，93 （2006）
榊原達哉，木村紀子，堀内達雄，佐々木正興： 日本醤油
技術センター第63回研究発表会講演要旨集 4 （2006）
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第15回木下賞（包装業界のグランプリ）

再資源化優良工場

緑化優良工場

 第7回環境資源協カ賞

平成11年度農芸化学技術賞

WRAP（廃棄物削減賞）

第9回流通システム大賞

日経ニューオフィス推進賞

第23回農林水産大臣賞（資源環境保全部門）

第9回環境・省エネルギー建築賞

2003年日経ものづくり特別賞

第4回JIA環境建築賞優秀賞

2003年度経済産業省産業技術環境局長賞

平成15年度農芸化学会技術賞

平成15年度環境経営格付（サステイナビリテイ格付
け）優秀賞 

Pollution Prevention Award 受賞

第23回工場緑化推進経済産業大臣賞

日本醤油協会技術センター技術賞

2009日本パッケージコンテスト食品包装部門賞

11月　シンガポール政府からの表彰

＜主催・日本包装技術協会＞
キッコーマンに対して。BIB（バックインボックス）用省
資源型ダンボールのオクトポスト開発が評価された。

＜主催・クリーンウエイスト干葉＞
野田工場に対して。産業廃棄物適正処理推進大会
にて受賞。

＜主催・北海道通商産業局＞
千歳工場に対して。緑化が優良な工場として評価さ
れた。

＜主催・日本食糧新聞＞
キッコーマンに対して。地球環境の保全と資源保護
に積極的に協カし成果をあげたことが評価された。

＜主催・日本農芸化学会＞
キッコーマンに対して。ワイン副産物のブドウ種子
から純度の高いポリフェノールを取り出したことが
評価された。

＜主催・カリフォルニア州環境保護局＞
Kikkoman Foods, Inc.（KFI）カリフォルニアエ場に
対して。省エネと廃棄物の削減が評価された。

＜主催・日刊工業新聞＞
キッコーマンに対して。物流支援ソフトが、流通サー
ビス業界の情報化促進に優れていると評価された。

＜主催・日本経済新聞社＞
野田本社に対して。快適かつ機能的なオフィスづく
りの普及促進を目的とした、ニューオフィス化促進
推進運動で、省エネタイプの設計、雨水の有効利用
などが評価された。

＜主催・農林水産省＞
キッコーマンに対して。省エネ、廃棄物の再利用、
EMS構築等、環境の維持・改善が評価され、食品産
業優良企業の資源環境保全部門で受賞した。

＜主催・建築環境・省エネルギー機構＞
野田本社に対して。省エネタイプの設計、ルーバで
採光、事務棟内の空調、雨水の利用などが評価された。

＜主催・日本経済新聞社＞
KFIに対して。生産性の向上、環境対策、国際競争カ
の向上、しょうゆの消費拡大が評価された。

＜主催・日本建築家協会＞
野田本社に対して。優れた発想と卓越した技術を

もった建築で地球環境時代に新しい地平をひらくと
評価された。

＜主催・経済産業省＞
研究本部に対して。しょうゆ油の養殖魚用飼料への
利用が優秀な資源循環技術システムとして評価さ
れた。

＜主催・日本農芸化学会＞
研究本部に対して。ホタルルシフェラーゼの応用技術
を、優れた商品開発に結びつけたことが評価された。

　　　　　
＜主催・環境経営格付機構＞
キッコーマンに対して。優れたCSR経営の実践が評
価され、他社の範となると認められた。

＜主催・Business Environment Resource Center>
KFIカリフォルニア工場に対して。廃棄物･副産物リ
サイクル努力、エネルギー・ランドフィル削減努力が
評価された。

＜主催・日本緑化センター＞
干歳工場に対して。自然林など自然環境に配慮し維
持管理し、地域に安らぎの場を提供したことが評価
された。

＜主催・日本醤油技術センター＞
環境部分析センターに対して。しょうゆ製造に関す
る残留農薬一斉分析法の開発が評価された。

＜主催・日本包装技術協会＞
キッコーマンしょうゆの750mℓ・500mℓの新容器
が評価された。

＜シンガポール政府＞
KSPに対して、シンガポールの美化と緑化を推進す
る活動に貢献した企業として表彰され、自然遺産の
木「レインツリー」を贈呈される。

1995年：

1997年：

1997年：

1998年：

1999年：

1999年：

1999年：

2001年：

2001年：

2002年：

2003年：

2003年：

2004年：

2004年：

2004年：

2004年：

2004年：

2006年：

2009年：

2010年：
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公害対策委員会発足
全事業所の環境負荷量調査
環境管理部（対策課、調査課）設置
環境分析センター開設
（環境計量証明事業）
しょうゆ粕専用ボイラー稼動開始
環境保護推進本部設立
（公害防止から環境保護へ）
環境保護統括委員会発足
環境憲章制定、公表
環境に関する自主行動計画
（ボランタリー・プラン）の策定
環境保護推進室に改組
（環境保護企画部、環境分析センター）
内部環境監査開始
（製造／研究／病院）＝14事業所対象
世界環境経済人協議会（WBCSD）参加
野田第1工場 ISO14001認証取得
関連会社、海外工場、内部環境監査開始
キッコーマン環境報告書公表
（インターネット）
環境保全統括委員会発足
（環境保護統括委員会改組）
環境保全推進室に改組（環境企画部、
環境管理部、環境分析センター）
地球温暖化ガスの削減目標決定、公表
廃棄物再生利用の目標設定
キッコーマン環境報告書に環境会計を導入
 「グローバル・コンパクト」への参加
キッコーマングループ環境報告書公表

環境部に改組
（環境企画管理グループ、分析センター）
海外主要工場の全てで ISO14001認証取得
キッコーマングループ環境経営報告書
公表、小冊子発行
環境保全活動を整理し「環境保全活動事
例集（ケース・ファイル）」としてHP公開
（社）鉄道貨物協会の「エコレールマーク」
認定
新エネルギー・産業技術総合開発機構、
産業環境管理協会、日本経済新聞社主催
「エコプロダクツ2005」に出展
「八都県市容器包装ダイエット宣言」発表
キッコーマングループ主要事業所全てで
ISO14001認証取得
キッコーマングループ社会・環境報告書
公表、冊子発行
「チーム・マイナス6％」登録参加
 「容器包装に関する指針」決定
アジア生産性機構（APO）緑の生産性諮
問委員会（GP）参加
 「Caring for Climate」に署名
分析センターが研究開発本部に移り、環
境・安全分析センターと改称
環境マネジメント推進体制の改組
生物多様性民間参画パートナーシップ加入
キッコーマングループ（国内）ISO14001
一括認証取得

1970年
1971年
1972年
1976年

1989年
1992年

1993年

1995年

1997年

1998年

1999年

2000年

2001年

8月
1～12月
12月
10月

11月
3月

4月
10月
3月

3月

6月

9月
5月
10月
11月

8月

8月

2月
2月
7月
1月
7月

●
●
●
●

●
●

●
●
●

●

●

●
●
●
●

●

●

●
●
●
●
●

2002年

2003年
2004年

2005年

2006年

2008年

2009年

2011年

6月

3月
6月

6月

7月

12月

12月
2月

6月

8月
3月
8月

2月
10月

10月
5月
6月

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●
●
●

●
●

●
●
●
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