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2012年２月、味の素（株）本社にて、食料・環境問題の世界的な第一
人者であるレスター・R・ブラウン氏との対談を行いました。
食と健康の分野でグローバルビジネスを展開する企業として、味の素
グループがこれからできること、なすべきことなどについて、様々な示
唆を示していただきました。その主な内容をご紹介します。

食やアミノ酸に対する深い知見が、
社会課題の解決に役立つ
石島　味の素グループは「地球持続性」「食資源」「健康な生活」

を「21世紀の人類社会の課題」と捉えています。そしてこれらの解決

に、私たちが長年培ってきた食・栄養・アミノ酸に関する技術力が

役立てられると考えています。地球上で人間活動が肥大化し、フード

セキュリティやナショナルセキュリティを脅かしかねない状況の中で、

味の素グループが食にかかわるグローバル企業として事業を通じて

いかに貢献していくべきなのか、ぜひご意見を伺いたいと思います。

ブラウン氏　今、世界では「運

動不足でカロリーを過剰摂取

するライフスタイル」と「栄養不

足」、つまり、健康なライフスタ

イルに必要な栄養を摂取でき

ていない人々がいるという問題が起きています。興味深いことに、こ

のふたつの問題を抱えている人々の数は、それぞれ10〜15億人です。

ですから、これらの問題に役立つことなら、どんなことでも一大事業

となり得るでしょう。食料援助においてアミノ酸の強化は重要です。

味の素グループはそのことの重要性を社会に理解してもらうのに貢

献できる、理想的な立場にあります。世界の様 な々地域の人々のアミ

ノ酸の状態を調べ、どのアミノ酸が欠乏しているかを知れば、問題

解決の鍵になるかもしれません。

石島　アミノ酸を使って栄養の問題に対して効果的に策を打つとい

うのは、味の素グループにとって創業の志でもあり、まさに今、積極

的に取り組んでいるところです。アミノ酸は生命の基本物質です。そ

れを深く理解し、うまく活用することで、ヒトの栄養はもちろん、地球

のいのちにも貢献できる、新しいテクノロジーをこれからも提供して

いけると私たちは考えています。

ブラウン氏　味の素グループは生態系の重要性にも言及されてい

ますが、それは農業や食料生産に間違いなく重要です。私たちが地

下水を過剰に汲み上げ、過剰に耕作し、森林を破壊し、魚を乱獲し、

土地を侵食し、炭素を排出するなど、自然のシステムを使い過ぎてい

るのは明らかです。これらはいずれも、経済の面でも私たちの未来

レスター・R・ブラウン氏との対談
サステナビリティ課題の解決に向けてなすべきこと―

味の素グループが事業を通じて社会に貢献していくためには、様 な々ステークホルダーの皆様とコミュニケーションを図り、
いただいたご意見を検討し、活動に反映していくことが不可欠だと考えています。
私たちが直面している地球規模の課題も、皆様とともに向き合い、行動することで解決できると信じて、
ステークホルダーエンゲージメントを大切にしていきます。

ステークホルダーとともに、
持続可能な未来を築く

味の素（株） 
環境・安全部長
石島知恵子

特集 3

事業を通じたサステナビリティ課題解決に向けた、
専門家との対話
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特集3 ステークホルダーとともに、持続可能な未来を築く

を蝕んでいます。私たちは地球を救うことだけでなく、根本的に文明

を救うことに直面しているのです。この戦いに負けてはならない。個

人として、また企業として、グローバルレベルで問題に取り組むため

に、政府に対する働きかけなどの強い立場を取る必要もあるかもし

れません。

石島　私たちは生活に密着した企業として、食の文化をサステナブル

なものに変えていく、そのための技術も知恵も持っていると自負してい

ます。それをうまく地球の中に広げていくことによって、大きな社会シス

テムの中での貢献を目指したいと思います。

地球規模の課題に、個人として、
そして企業としてどう向き合うかを問い直す
ブラウン氏　味の素グループはタイで、もみ殻を燃料としたボイラー

を使ったり、副生物を有効利用するなど、素晴らしい取り組みをされ

ています。しかし、事業活動のために太陽光や地熱、風力といった

再生可能エネルギーを使用することに関する方針や、カーボンニュー

トラルに関する企業方針などについては言及がないように思います。

これらに対してどんな立場をとり、具体的にどんな開発をしていくの

かという点は、今後明らかにすべきでしょう。

石島　おっしゃる通り、日本は東日本大震災も経験し、エネルギー利

用の在り方について大きな転換期を迎えています。この問題に対して、

メッセージをいただけますか？

ブラウン氏　今回の震災はエネルギー政策に関する今後の世界の

方向性に大きな影響を与えるだろうと感じます。そして、気候の面か

ら考えたときに、私たちの未来を根本的に考え直す必要があると考

えています。近年、ハリケーンや洪水、高潮といった異常気象の発生

と、それに伴う社会の被害について世界中で見聞きすることが明ら

かに増えました。事態は変化しつつあります。その変化をどう解釈す

るのか？ それに伴い、エネルギー政策をどう転換するのか？ 私たち

はその見直しを迫られていると思います。

石島　広い知見からいろいろなご提案をいただき、ありがとうござ

います。レスターさんが広く活躍されているように、味の素グループも

事業を通じて未来への影響力を大きく発揮していきたいと思います。

ブラウン氏　自分が生まれる前から存在している会社の方とお会い

できて楽しかったです。味の素グループが基本的な環境への認識を

日々のオペレーションに取り入れていることが喜ばしいですね。世界

的な課題に対する見方や認識について、私たちは個人として、また味

の素グループのような会社の役割は何なのかと、自らに問いかけね

ばなりません。私たちはどのようにして地球規模で物事を変化させ

るのか？

　世界の気候政策を変えるために、企業レベルで何ができるのか？ 

これは私たちの世代にとっての本当の課題であり、こうした課題につ

いて今回議論ができたことをとてもうれしく思います。

私たちは地球を救うことだけでなく、文明を救うことに直面しています。
個人として、また企業として、大きな課題にかかわり、
大きく取り組み始めなければ、
この戦いに勝つことはできないでしょう。
レスター・R・ブラウン（Lester R. Brown）氏
アース・ポリシー研究所所長。1934年、ニュージャージー州生まれ。
ラトガーズ大学、ハーバード大学で農学・行政学を修め、米国農務省では国際農業開発局長を務める。
およそ30年前から“環境的に持続可能な発展”の概念を生み出す先駆者として活躍し、
ワシントン・ポスト紙では「世界で最も影響力のある思想家の一人」と評された。
最新の著書は『地球に残された時間～ 80億人を希望に導く最終処方箋』（ダイヤモンド社）。

マリーニ・メーラ
（Malini Mehra）氏
インド 国 籍。インドの
NPO「Centre for Social 
Markets」の創設者。25
年以上にわたり、様々な
市民運動に携わるかたわ
ら、教育者、作家、政策立案者として世界各地のサステナビリ
ティおよび人権問題に取り組んでいる。現在、ユニリーバ、キン
バリー・クラーク、BHPビリトンなどの顧問、Global Reporting 
Initiative（GRI）およびChinadialogue.net の理事を務める。
また、シビル・ソサエティに関する国連事務総長の顧問や、英
国政府と中国、インド、ブラジル、メキシコ、南アフリカとの「持
続的発展への対話」の立案者としても活躍。

［主な論点］  
■グローバル企業が新興国で事業を行う上でサステナビリティ課題にいかに取り組むべきか
サステナビリティに配慮した商品の提供だけでなく、消費者の意識や行動を変えるため
の支援も必要になっている。そうした取り組みのためには、NGOなどとの協働が重要。ま
た、協働によって期待するポートフォリオを企業側が明確に持つ必要がある。

■企業と人権について
栄養改善や食料の安全保障などは、まさに基本的人権の重要課題そのものであり、味の
素グループの事業と直結している。

CSR専門家 マリーニ・メーラ氏とのダイアログ（2012年3月実施）
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味の素グループでは、サステナブルな未来は、社会の皆様とともに、つくり上げていくものだと考えています。
様 な々方 と々、様 な々場面で「望む未来」について語り合い、私たちに何ができるかを考える機会を大切にしています。

ステークホルダーの皆様とともに、
サステナビリティについて考える

「第1回 味の素グループ 
 サステナビリティフォーラム」の開催
2012年3月6日　味の素グループ 高輪研修センターにて

味の素グループでは、2012年3月、様 な々方 と々ともに持続可能性の課題を話
し合い、サステナブルな未来を探っていく場として、第1回目の「味の素グルー
プサステナビリティフォーラム」を開催しました。生活者の皆様を中心に、およそ300名の方に
ご参加いただき、地球といのちのかかわり、食のシーンから私たちにできることを考えました。
第2回目は、2012年12月の「エコプロダクツ2012」会場での開催を予定しています。

C（炭素）からN（窒素）の時代へ  ―地球と私たちの動的平衡―

地球の循環と私の暮らし ―サステナブルな未来を食のシーンから考える―

基調講演  

トークセッション  

福岡伸一氏は基調講演で、先行研究を引きながら「生物の細胞は常に入れ替わり、昨日の私と今日の私は物質レベルで違って

いるが、私という存在は私であり続ける。生命は動的でありながら、常にバランスをとっている」という“動的平衡”の考え方を紹

介。それをさらに拡張して考え、「生命、環境、自然は絶え間なく更新され、平衡が求められる。物質面ではC（炭素）が大きく動

き、二酸化炭素の排出などが問題になっているが、N（窒素）の循環は見落とされがちだ。Nはタンパク質の構成成分で重要な

元素だが、そのバランスが地球規模で崩れている。Nの循環をいかに回し、地球全体を動的平衡にできるかが重要になる」と指

摘されました。

　トークセッションでは、進行役のフリーアナウンサー、草野満代氏を含めた5名が登壇
し、参加者の皆様から事前にいただいた「食の未来」への希望をもとに、食や暮らしの地
球とのかかわりを見つめ直し、未来にいのちをつないでいくために私たちができることに
ついて意見が交わされました。

ソーシャルメディアやブログなどで情報が民主化
し、自ら計画、行動して持続可能な秩序をつくる流
れが起きている。こうした背景から、今後、世の中
は「自律化社会」に向かうだろう。その先には自然
のシステムをうまく取り入れた「自然化社会」の時
代がくると考えられる。消費者も、ものの買い方の
スタイルを変える必要がある。よい取り組みには
投資をすることで、よいビジネスモデルづくりに参
加していくべきだ。

1950～60年代、川崎市は公害の街だった。その
後、環境技術が発展するとともに、オイルショック
やゴミ問題などで市民も企業も努力を重ねてきた。
今、市は「環境とライフサイエンスの街」を目指し
ている。市内に再生可能エネルギー発電所がた
くさんあるし、リサイクルに関する展示や、企業が
CSRの取り組みについて発表する場も設けている。
市民によるエコクッキングなども浸透しており、産
業都市でもエコを実践できる。

食品メーカーのビジネスは農・畜・水産物に依存
しているため、地球への負荷を極小化しながら、
社会とともに地球のサステナブルを考える必要
がある。事業活動でできる企業の努力だけでなく、
生活者の皆様とともに考え、環境に配慮したもの
を選んでいただいたり“食卓からのエコライフ”を
進めていただけるよう、今後も提案をしていく。「よ
い循環」に皆様とともに参加できるようにしていき
たい。

地球の資源は本来持続的な利用が可能だが、現
在の暮らしは将来世代から地球0.5個分を借りて
生活している状態。特に水産物は漁獲量の増大と
ともに、養殖の環境負荷についても考えなければ
ならない。消費者の行動も重要で、例えば魚を買う
ときに旬のものを選んだり、生産地や漁業のこと
を知る、適切な価格のものを食べ切れるだけ買う
など、本当にその水産物がサステナブルなのか想
いを馳せることが大切だと考えられる。

サステナブルな未来に向けた議論の場づくり

生物学者
福岡伸一 氏

フリーアナウンサー
草野満代 氏

ユニバーサルデザイン
総合研究所 所長
赤池学 氏

川崎市環境局 理事
牧葉子 氏

WWFジャパン 
水産プロジェクトリーダー
山内愛子 氏

味の素（株） 
環境・安全部長
石島知恵子
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「エコプロダクツ2011」にて
2011年12月15日〜17日　（於：東京ビックサイト）

「グローバルフェスタJAPAN 2011」にて
2011年10月1日・2日　（於：日比谷公園）

「リオ+20」 ジャパンパビリオンにて
2012年6月13日〜24日

「味の素グループ ESGスモールミーティング」
2012年7月5日

「グローバルフェスタJAPAN」は、約300の団体が参加する日

本最大の国際協力イベントです。

味の素（株）は、ブースで取り組みを紹介するパネルを掲出する

とともに、ワークショップ、パネルディスカッションに参加。ガー

ナにおける栄養改善プロジェクトや、“味の素グループ「食と健

康」国際協力支援プログラム（AINプログラム）”、東日本大震

災復興支援活動についてお伝えし、NGOや国連機関、学生を

はじめとする、国際協力に関心のある様 な々ステークホルダー

の皆様と活発に意見交換しました。

ブラジル・リオデジャネイロで開催された「国連持続可能な開発

会議（リオ+20）」では、官民協力のもと、「日本のグリーン・イノ

ベーション‐復興への力、世界との絆」をテーマにジャパンパビリ

オンが設置されました。味の素グループは、日本発の食のグロー

バルカンパニーとして出展し、ブースでの対話や世界の食資源

の持続性や自然資本の維持活用について提言を行いました。

ブースには連日、各国からの来訪者があり、商品や
活動についての質問や感想を数多くいただきました

ワークショップでは、ガーナにおける栄養改善プロ
ジェクトについて、公益財団法人ケア・インターナショ
ナル ジャパン、公益財団法人プラン・ジャパンとと
もにプレゼンテーションを実施

パネルディスカッションでは、国際協力の分野で CSR 活
動を行っている企業の一社として、AIN プログラムについ
て説明

「エコプロダクツ2011」は、3日間で

18万人以上の来場者を迎えた日本

最大級の環境展示会です。

味の素グループでは、5社が共同で

ブースを出展。味の素グループのエ

コプロダクツのご紹介を行うととも

に、ブース内ステージではクイズや

試食などを交えて楽しく食卓からエ

コライフを始めるご提案をしました。

投資家の方々を対 象に、「味の素グ

ループESG（Environment , Socia l , 

Governance：環境、社会、企業統治）ス

モールミーティング」を開催しました。投

資家・アナリスト12名を招いてサステナビ

リティの取り組みをご紹介するとともに、

新興国ビジネスや食資源など多岐にわた

るテーマについて、活発な意見交換を行

いました。

生活者の皆様へのエコライフ提案 投資家の方 と々の対話

国際協力についての交流

国際的な議論の場への参加

特集3 ステークホルダーとともに、持続可能な未来を築く

味の素（株）のブースには 1,000 人を超える方々が
訪れ、熱心にパネルに目を通したりスタッフにご質
問いただいたりしました


