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ステークホルダーとともに
価値創造を実現する
企業となるために

ピーダーセン氏　私はCSRやサステナビリティの領域に20年近くか

かわってきましたが、ステークホルダーの目、期待値というのは、時代

とともに変わったり、地域によって異なるものだと感じています。そう

いった部分をどう経営に活かしていくかが、これからの企業のポイン

トになってくると思います。

　まずは、西井社長の経験から、ステークホルダーの大切さを肌で

感じたエピソードなどをお伺いできますか？

西井　私は2000年当時、日本国内で加工食品マーケティング部

門の家庭用グループ長をしていたのですが、そのとき日本で初めて

BSE※の問題が起こりました。それまで日本の食品会社は、商品を

購入いただいているお客様やお取引先以外の、社会に対する責

任というものを重視していなかったように思います。問題が起こって、

原材料の安全性や、安心を高めるためのコミュニケーションの面で

食品メーカーの責任を非常に意識しましたし、当然業績にも影響が

出ましたから、株主に対する責任も感じるようになりました。

　企業が社会の公器だということは当たり前のようにいわれてきま

したが、それは社会に生かしてもらっている、共生が前提だというこ

とを強く意識しました。

ピーダーセン氏　これまで、日本ではどちらかというと、積極的に情

報開示を行いつつ問題が起きたときに反応するという企業が多い

ように思います。でもこれからはプロアクティブに、つまり問題の有無

にかかわらず日々多様なステークホルダーと関係性を築き、ともに課

題解決をしていく共創関係のステージに向かうのでしょう。ステーク

ホルダーと喧々諤々やりながらも、よい社会をともに築き、事業を成り

立たせるという挑戦ですね。

西井　味の素グループはグローバル食品企業トップ10入りを目指し

ていて、ぜひ私の代にそれを実現したいと強く思っていますが、その

ためには今おっしゃられたような社会との共生という関係を、事業を

展開している国・地域でしっかり実現していかなければと思います。

　私は社長就任直前の2年間、ブラジル味の素社の代表取締役

を務めてきました。そのとき、例えばブラジルでサステナブルな調達

を検討する場合、サトウキビやパーム油に児童労働の問題、すな

わち人権の問題が深く関係していることを実感しました。ブラジル

に限らず、そして人権の問題に限らず、私たちはそれぞれの地域

で様々な社会・環境に関する課題やリスクと隣り合わせでビジネス

を行っています。それに対して現地法人がプロアクティブに活動し

対談

ステークホルダー経営の要は
現場の意識と行動

「2020年にグローバル食品企業トップ10入りを
目指す」という目標を掲げ、味の素グループは
より力強い成長へ向けて舵を切りました。
この目標の実現にあたっては、事業規模や収益
だけでなく、世界の人々から信頼され、必要とさ
れる企業となることが重要です。
現代の企業に何が求められ、味の素グループは
何をなすべきなのか。
ピーター D. ピーダーセン氏を聞き手にお招きし、
2015年6月より社長に就任した西井孝明がビ
ジョンと思いを語りました。

西井 孝明 × ピーター D. ピーダーセン氏
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ていかなければならないということを、現場で直接目の当たりにす

ることができたのはよい経験だったと思っています。社会との共生

を実現するためには、やるべきことを決める権限と責任を現場に委

譲することが重要です。それによって本社の意識もさらに前進しま

す。マネジメント層やヘッドクオーターは、現場を監督し統率する役

割を担うことで、より「攻めのガバナンス」を実現できるようになると

考えています。

ピーダーセン氏　グローバル食品企業トップ10入りを実現するため

には、企業の競争力の有無を決定づける重要な軸があると思いま

す。一つ目は「自己変革力」、抜本的なイノベーションを起こす力で

す。二つ目は、避けて通れない「マーケットシェア」。三つ目は「値付

け」で、低価格路線やプレミアム路線など、市場によっていろいろあり

ます。四つ目は「品質経営」で、これは日本企業が得意としてきた部

分です。これら四つはこれからも重要な軸ではありますが、今後はさ

らに「持続可能性の追求」が第5の競争軸として伸びると思います。

環境面でイノベーションを起こしたり、戦略的なCSRを実践すること

なくして、グローバルに競争はできないのではと思います。

西井　味の素グループは、2020年に目指す姿として「確かなグロー

バル・スペシャリティ・カンパニー」を掲げています。これは具体的には、

グローバル食品企業グループの中でトップ10に位置するような利益

水準を持ち、かつ安定的に成長し続けることを、あらゆるステークホ

ルダーから信頼される状態にあることだと私は考えています。すなわ

ち「サステナブルに存在し続けるグローバルトップ企業になる」という

ことで、これは第5の競争軸と呼応しています。

　その実現に向けて、私たちはAjinomoto Group Shared Value

（ASV）として、三つの領域で価値の共創を行っていこうとしています。

　一つ目は「地球持続性」で、環境に負担をかけない事業活動を

行っていくことです。これは、グローバル企業として存在するための

最低限の条件だと認識しています。

　二つ目は「食資源」で、この部分ではかなりの貢献ができるものと

考えています。より少ない殻物資源等で生産する低資源利用発酵

技術を発展させることで、効能の高いアミノ酸を高い生産性で生み

出すことができます。発酵そのものがナチュラルなものですし、食資

源の減少スピードを遅らせる貢献ができるというのは、味の素グルー

プの特徴的なものだと思います。

　三つ目が「健康な生活」で、私はこの貢献が一番大切なものだと

思っています。私たち味の素グループは食品メーカーという位置づ

けにありますが、アミノ酸の研究開発や技術を持っているというの

が大きな特徴です。アミノ酸の機能や効能を活用して、栄養バラン

スのよい食をおいしくしたり、少ない量で満足感を高めるなどの貢

献ができるということは、私たちの存在意義にもつながっていると感

じています。

ピーダーセン氏　そこがつまり「スペシャリティ」の部分ですね。食品

メーカーとして何でもやるというわけではなく、エッジを立てて取り組

んで成長していくということでしょう。

西井　加えて、健康というのは人間のことだけではありません。アミノ

酸を活用すると、家畜の栄養改善が可能になります。アミノ酸を使う

ことで飼育に使われる餌＝穀物資源を抑えることもできます。これは

対談 ステークホルダーとともに価値創造を実現する企業となるために

スペシャリティを発揮し、
サステナブルに存在し続ける企業へ

※　BSE：牛海綿状脳症。牛が病原体（BSE プリオン）に感染すると、牛の脳の組織がスポ
ンジ状になり、異常行動や運動失調を起こして死亡するとされる。BSE に感染した牛の脳や
脊髄を原料とした餌が他の牛に与えられることで感染が広がる。日本では 2001年 9 月に初め
て発生が確認され、食品の安全性やトレーサビリティに関して、畜産業や食品メーカー、生活
者を巻き込む大きな社会現象に発展した

■ ASVの進化 共通価値の拡大

味の素グループな
らではの社会との
共通価値を認識し、
明快にし、拡大する
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肥満予備軍の人を合わせると50％を超えているのです。欠乏と過

剰が同時に成立し、そのスピードが速いというのが新興国の特徴で

す。これに対して、「食」と「アミノ酸」の双方の技術と知識を持つ味

の素グループがビジネスを拡大しながら、栄養課題の改善に取り組

むことができれば、私たちらしい貢献ができると本当に強く感じます。

ピーダーセン氏　私は、経営や事業の成長に伴って社会・環境を犠

牲にせざるを得ないという「トレード・オフ」の考え方を持つ企業は、

これから成長を許されないと考えています。その反対の「トレード・オ

ン」を目指さなければならない。トレード・オンは私の造語ですが、自

社の行動が社会の健全性に貢献し、それが自社の業績や競争力

の向上に跳ね返ってくる「善の循環」と考えることができます。今お

話しいただいた「味の素グループらしい貢献」はまさにトレード・オン

であるといえますね。

　社会や環境の問題を一夜にして解決することはできませんが、

戦略を持ち、絶え間ない行動でトレード・オフにある関係を少しでも

トレード・オンに持っていこうとする、その努力が国際社会に評価さ

れるのだと思います。そしてその実現のためには、これまで以上にイ

ノベーション力が問われる気がします。

　ASVの非常によい点は、これが事業ビジョンそのものであるとい

うことです。環境やCSRだけのビジョンではないということが重要だ

と思っています。

西井　例えば、ソーシャルビジネスとして実施しているガーナ栄養

改善プロジェクトでは、産官学や地域社会などとの連携でプロジェ

クトが進み、成果が生まれています。この成果を、主要な事業展開

国であるブラジルやタイ、インドネシア、ベトナムなどでも応用できれ

ば、ブランドや企業の価値を高めることにもつながるのではないで

しょうか。各地域の栄養課題に目をつぶらず、自分たちから声を上

げる。そうすることで社会から興味を持っていただき、一緒にやりた

いと思っていただいて、ネットワークを築いていく。同時に、味の素グ

ループならではの価値創出とは何かをもっと明快にして、個別の事

業活動にとどまらないコーポレートレベルの統合目標を掲げて取り

組み、継続していくことも重要だと思っています。

ピーダーセン氏　そうしたことを実現するために、内部ステークホル

ダーである社員をどう巻き込んでいこうとお考えですか？

ライブストック（家畜）の栄養改善といえます。

　もう一つ、アミノ酸発酵生産の副生物であるコプロ※を、肥料とし

て農作物の生育に活かしています。ブラジルではコプロをサトウキビ

畑に戻し、そのサトウキビの搾り汁を使ってアミノ酸の発酵生産を行

うバイオサイクルが成立しています。さらに、コプロを高付加価値化

した農業資材で、サトウキビ以外の野菜や果物の生産性を高める

プラスアルファの取り組みも進んでいます。これらは、植物の栄養改

善と呼ぶことができるでしょう。

　ですから、人間、ライブストック、植物の三つ、言い換えれば「生きと

し生けるものすべての栄養改善」ができるのが、私たちの技術の特

徴なのです。今後はさらに、社会の皆さまとコミュニケーションしながら

「味の素ならもっとこんなことができるのでは」というご意見などもいた

だけると、さらに会社も社会も発展できるのではないかと思っています。

西井　私たちは先進国でもビジネスを行っていますが、そこでやれ

ることと、新興国で求められていることは違い、その両方に対応して

いかなければいけないと考えています。

　例えば先進国の日本では、高齢化による栄養バランスの変化とい

う問題があります。一方新興国では、経済成長によって所得が増え

たことで、それまで飢えていた人たちが一気に肥満に至るということ

が起きています。ブラジルでも、20年前は人口約2億人の半数は貧

困で栄養が十分に摂れていなかったことが課題でしたが、直近の

データでは飢餓状態の人たちは全体の5％しかおらず、肥満の人、

地域の課題に真っ向から向き合い
解決のために一歩を踏み出す

ピーター D. ピーダーセン氏

（株）イースクエア 共同創業者。リーダーシップ・アカデミーTACL 代表。NELIS-
次世代リーダーのグローバルネットワーク 共同代表。1967年デンマーク生まれ。
日本在住20余年。コペンハーゲン大学文化人類学部卒業。2000〜2001年、
東京MXテレビ初の外国人キャスターとして夜のメインニュースを担当。2000
年、環境・CSRコンサルティングを手がける（株）イースクエアを設立。現在は「企
業と社会の協創」と「日本の将来的な社会デザイン」をテーマに講演、研修、執
筆活動を行っている。主な著書は『LOHASに暮らす』（ビジネス社）、『第5の競
争軸』（朝日新聞出版）、『レジリエント・カンパニー』（東洋経済新報社）など。

それぞれの地域の従業員が
主体性を持ってよい仕事を行う

※　コプロ：アミノ酸の発酵工程で生成される栄養豊富な副生物をコプロ（＝もう一つの製品
［Co-Products］）と位置づけ、肥料や飼料として製品化している
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西井　私は、味の素グループで働く従業員が、社会との共生を強く

意識し、社外から「いい仕事」「なくてはならない仕事」と認めてい

ただける水準の仕事をしてほしいと期待しています。そのためには、

経営がリーダーシップやコミットメントを発揮した上で、ASVを高める

意義を職場内で共有する必要があるでしょう。

　ブラジルを例に挙げると、ASVに至る目標を策定する際、ブラジ

ル人の幹部社員をみんな入れてプランを検討しました。ブラジル人

たちが七つのターゲットをつくり、そこから重要な三つの取り組みが

全社プロジェクトとして設定されました。その三つについては、ブラ

ジル味の素社の経営会議がコミットメントをして、リーダーシップを発

揮していくという形にしました。つまり、ブラジル人自身がブラジル味

の素社のビジネスを通じて地域に貢献し、地域と一緒に100年企業

を目指すんだということを繰り返し議論して、高いレベルの目標を設

定したことで、きちんと腹落ちしてくれたと思っています。

ピーダーセン氏　ビジネスでもCSR関連でも、創造性が発揮できる、

働いてわくわくする、おもしろい目標に向かってやっていくんだという

こと、自分たちが世界を変えていくんだと感じられたとき、人はすご

い力を発揮するものですね。

西井　目標設定が共有されているだけでは進まなくて、実際の活

動が伴わないとなかなか人材が活性化した状態にはならないです

ね。東日本大震災以降、私たちは継続して現地の仮設住宅にお住

まいの方に向けた栄養改善のプロジェクトを進めています。このプ

ロジェクトでは、グループ従業員がいつでもボランティア参加できるよ

う支援する仕組みも設けていますが、会社がこのような仕組みを提

供することも重要です。

　先ほどの飢餓や肥満の問題も、現地で見てことの深刻さを実感

しない人間はいないと思います。現地に行き、そこで自分は何がで

きるか、あるいは会社を動かして何ができるかを考えるようになるの

で、見ること、活動することがとても大事なことです。

ピーダーセン氏　それでは最後に、グローバル食品企業トップ10入り

を目指していくにあたって、人材戦略や人材像への思いをお聞か

せいただけますか？

西井　味の素グループは今、約110のグループ企業に約31,300名

の社員が働くマルチナショナルな会社です。ASVという目標をグ

ループで共有しているということはもちろん大切ですが、実際に行

動するのは現地のリーダーや従業員です。ですから、地域ときちん

とコミュニケーションがとれる人材がリーダーにならなければならな

いと思います。グループ現地法人のリーダー層はまだ日本人が多い

ため、これを早期に現地化したいと考えています。

　現地人材が、現地の言葉で社会とコミュニケーションをとり、現地

の人脈を活かしてビジネスを行い、リーダーシップを発揮していく。そ

ういった取り組みを進めることで、結果としてポジションが上がったと

きに、広い視野を持ってより広い役割を担うことができる。それはとて

も大きな人財育成になると思います。これが各地でうまくいけば、地

域間でもコミュニケーションがとれるようになり、うまくいっている事例

を別の地域で展開するといったことももっと広がるようになるでしょう。

ピーダーセン氏　今おっしゃったことは、非常に重要ですね。信頼関

係を社内に構築する際に、リーダー層が誠実であること、社員から

何か意見や要請が出てきたときに反応性があること、そして、信じて

権限委譲をすることが不可欠だと思います。

西井　それから主に日本法人の課題として、女性の力を引き出す

人財マネジメントの推進があります。日本法人では、新卒採用者の

専門性を鍛えるためのキャリア形成の開始が遅くなっており、このこ

とが女性従業員の定着率・復職率の低さに影響していると考えて

います。一方、海外主要法人では、女性の役員への登用を念頭に、

リーダーシップの醸成を進めます。

　また、「味の素グループWay」の一つでもある「人を大切にする」

という点を大切にし、一人ひとりとの対話に基づいて個々の「キャリ

ア形成」を考えられるマネジメントをより重要視していきたいと考え

ています。ASVのような目標を実現するには時間がかかりますから、

会社と個人の関係性を高め、長く働いていい仕事をしてもらいたい

のです。そういう意味でも、個人と会社の活動、個人の目的と会社

の目的が合致すべきだと思います。

ピーダーセン氏　多様な人が集まり、多様なやり方で仕事をしながら、

味の素グループの目標という同じ方向に向かっていくということです

ね。それは非常に大変だと思いますが、今後を楽しみにしています。

西井 孝明
1959年生まれ。1982年4月、味の素（株）入社。2004
年6月、味の素冷凍食品（株）取締役 家庭用事業部長。
2009年7月、人事部長。2011年6月、執行役員 人事部
長。2013年5月、ブラジル味の素社社長。2013年6月、
取締役 常務執行役員 ラテンアメリカ本部長 兼 ラテン
アメリカ本部サンパウロ事務所長。2015年6月より、代表
取締役 取締役社長 最高経営責任者。


