
人権

人権

事業にかかわる
すべての人の権利を大切にする

味の素グループでは、グローバルに求められる人権課題の把握を目指し、専門家との対話を継続し、

その成果の一つとして「味の素グループ行動規範」に「人権」の項目を追加しています。

また事業においても、様々なアセスメントや監査を通じて人権への配慮を進め、

従業員に対する教育・啓発も行っています。

「味の素グループWay」で掲げる「人を大切にする」を実践するために、

これからも積極的な取り組みを進めていきます。
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人権

　2014年9月、ロンドンに拠点を置く「人権とビジネス研究所」代表の

ジョン・モリソン氏をお招きして、グローバルな人権に関するダイアログ

を開催し、「サプライヤーCSRガイドライン」、改定した「行動規範」、

サステナビリティレポートの活動報告について評価とアドバイスをい

ただきました。

　味の素グループの人権デューデリジェンスの推進にあたって、まず

味の素グループ全体のリスクの把握のために、国・地域別の一般的

な人権リスクの基礎調査を実施しました。その後、食品業界特有の人

権リスクを大まかに押さえながら、グローバル企業を中心に他社の顕

在化した人権リスクの具体的な事例を100件以上リスト化し、バリュー

チェーンの各パートごとに整理・分析し、当社グループの潜在的な

人権リスクとしてまとめ、取り組むべき重要項目として明確にしました。

　今後は、この調査をもとに、各国の人事・総務担当者とグローバル

人権課題の具体的な事例を参考に各組織でチェックし、取り組むべ

き主要課題の分析を進めていきたいと考えています。

人権課題を明確にし、認識を深める取り組み
味の素グループは、「味の素グループ理念」で掲げる「いのちのために働く」ことや、「味の素グループWay」で掲げる

「人を大切にする」を実践するとともに、新しく改定した「味の素グループ行動規範」（以下、「行動規範」）で「人権」の項目を追加し、

近年社会がグローバル企業に求める幅広い人権課題に対する味の素グループの方針を明確にし、取り組みを開始しています。

人権への理解を深めるための継続的な対話

人権リスクの特定

2014年9月のダイアログの様子

ジョン・モリソン氏による評価とアドバイス

食品業界において関連が深い人権リスク

●全体的には、すでに多くのことを達成しているとの印象を受ける。 

●ビジョンにおいては、肥満の問題がある一方で、栄養不足の問題もある
といった課題の扱い方がよい。                                                                  

●国際的なガイドラインの参照のもと、人権課題を個別課題として章立
てしているところがよい。

●サステナビリティ戦略の中で、労働安全衛生や災害防止の領域が一
歩進んでいて、その他の人権に関しても同じ方向感で同じレベルに向
かっている。 

● 一方、現時点では、国連グローバル・コンパクトなどで取り上げられ
ている課題に関しては触れているが、自社の主要人権リスクに関し
て、他領域と同じレベルにまで具体的に踏み込んだ言及はされていな
い。今後さらに先へ進めていくことを期待している。

労働関連の人権課題
●児童労働 
●不適切な労務管理（超過労働、賃金未払い、不適切な労働安全衛生）                                                                  
●人身取引

水資源と人権
●気候変動、人口増加等の影響による水ストレス増大等の要因による

周辺住民の健康への悪影響

バリューチェーン別の潜在的人権リスク

研究開発 工場建設 調達 生産 販売・流通・消費

● 種子等の独占での不公正な
価格による生活水準の低下

● 先住民の権利侵害、先住民の
強制退去等の対立

● 工場周辺の環境悪化、水資源
の不足による健康被害

● 過酷な労働条件（長時間、
　給与未払い、不当解雇等）

● 劣悪な労働環境（安全衛生）

● 児童労働、強制労働（外国人
技能実習生も含む）

● 移民労働者に対する人権侵害

● サプライヤー工場における
　過酷な労働条件

● 工場周辺の環境悪化、水資源
の不足による健康被害

● 異物混入等による顧客の健康
被害

● 異物混入等による顧客の健康
被害

● 子どもの肥満等の健康被害
（広告表現等）
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人権

点がないことを確認しました。

　一方で、近年求められているグローバルな人権課題の要素をさ

らに盛り込んだ「行動規範」への改定作業を進め、2014年8月より

「人権」項目を新たに設定し、味の素グループにおける人権への取

り組み方針を明確にしました。

ティング活動においても適正・誠実な表現を心がけ、特に子どもに対

するマーケティングでは責任ある活動を行います。

　今後は、従業員に対してこの「行動規範」に基づきグローバル人権

への取り組みを推進するとともに、定着に向けた取り組みを進めて

いきます。

　味の素（株）ではこれまで「行動規範」「行動基準」に基づいて、

各部門で人権配慮を進めてきましたが、2012年4～5月に、グローバ

ル企業に求められる広範な人権課題への理解を各部門の担当者が

より一層深め、グループでの取り組み実態を把握することを狙いとし

て、ISO 26000をベースとしたセルフアセスメントシートを用いた各

部門ヒアリングを実施しました。その結果、現時点では重大な問題

　さらに、バリューチェーンの責任の範囲における人権課題につい

ても盛り込み、グローバル企業としての人権への取り組みレベルの

向上を進めています。サプライチェーンでは購買取引先に対して働き

かけ、協働して課題の解決を進めます。また消費者に対しては、人

の生命と健康や環境・生態系に大きくかかわりのある事業を行って

いるという自覚を持って、安全性の高い製品を提供し、広告・マーケ

人権基本方針の策定

4.1.　人権の尊重
4.1.1. 私たちは、「世界人権宣言」、「労働における基本的原則及び権利

に関するILO宣言とそのフォローアップ」、「国連ビジネスと人権に  
関する指導原則」、および「国連グローバル・コンパクト」を含め
た国際的な人権基準を支持します。

4.1.2. 私たちは、広くステークホルダーと協力し、自らが人権侵害に加担
することがないよう努めます。

味の素グループ行動規範（抜粋）

4.2.　労働における基本的原則・権利
4.2.1. 私たちは、結社の自由と団体交渉に関する、従業員の基本的権利を

尊重します。
4.2.2. 私たちは、いかなる形態においても、強制されたまたは本人の意に

反する労働を利用しません。
4.2.3. 私たちは、児童労働がもたらす弊害を理解し、いかなる形態におい

ても、就業の最低年齢に満たない児童による労働を利用しません。
4.2.4. 私たちは、採用と就業における差別は行いません。

1.1.　安全性の高い高品質な商品・サービスの開発・提供
1.1.3. 私たちは、人間の生命と健康や環境・生態系に大きくかかわりの

ある事業を行っているという自覚と責任をもち、可能な限りの調
査・研究を尽くした安全性の高い商品・サービスを提供します。

3.3.　 購買取引における社会的責任
3.3.1. 私たちは、購買取引において、持続可能な原材料調達を目指します。
3.3.2. 私たちは、取引先に対して、人権、労働、環境、腐敗防止などに関す

る期待事項を明示し、協働して実践していくことを要請します。

1.4.　 広告やマーケティング活動
1.4.1.　私たちは、商品・サービスに関して、適正でわかりやすい表現・表

示に努めます。
1.4.2. 私たちは、広告やお客様とのコミュニケーションに際しては、適正・

誠実な表現を心がけ、商品の特性や品質、提案の趣旨などを誤認さ
せるような表現は用いません。また、子どもに対するマーケティン
グには、特に責任ある活動を行います。

味の素グループ行動規範（抜粋）

1.2　品質保証活動
1.2.2.　私たちは、お客様に提供した商品・サービスに品質上の問題が起

こった場合は、その商品・サービスに関する正確な情報を提供し、
被害が拡大しないよう迅速に対応します。さらに、その原因を究明
し、再発の防止に万全を期します。
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人権

　味の素冷凍食品（株）では、サプライヤーにおける品質面等の

通常の監査に加え、2008年以降フードディフェンス※1に特化した

監査を中国において優先的に、日本やその他の国においても優先

順位をつけて、全サプライヤーに対して継続的に実施しています。

このフードディフェンス監査において、原材料サプライヤーの労働・

人権に関する監査もあわせて実施しています。

　フードディフェンス監査とは、通常、危険物の意図的混入といっ

たフード・テロを未然に防止する目的で、ハード面のセキュリティを

中心に監査を行うものです。また、それを担保する労働者が、安全

フードディフェンス監査および労働・人権面の確認・提言

※1　フードディフェンス（食品防御）：食品への意図的な異物の混入を防止する取り組み。
原料調達から販売までのすべての段階において、人為的に毒物などが混入されるこ
とのないように監視するもの

TOPICS

に働ける環境で仕事ができているか、経営者とのコミュニケーショ

ンがしっかりとれているか、人権を尊重されて仕事ができているかと

いったソフト面での定期的な確認も行っています。「そこで働く人々

がいきいきと仕事ができることが品質の決め手である」との認識

のもと、今後もフード・ディフェンス監査や労働・人権に関する確認・

提言を継続していきます。

事業における人権への配慮

本方針」に明記し、お取引先に人権擁護の協力を要請してきました。

それを明文化した「サプライヤーCSRガイドライン」を2013年度に

味の素（株）で策定し運用を開始しました。このガイドラインは順次、

国内外味の素グループ各社に導入していきます。

　また、改定した「行動規範」においては、このガイドラインに掲載され

ている「人権、労働、環境、腐敗防止など」に関する期待事項を明

示し、協働して実践していくことを要請しています。

　味の素グループでは、製品の製造から、お客様にお届けするまで、

バリューチェーン全体で、人権を尊重した取り組みを進めています。

新製品・新事業の立ち上げ時や、新しい工場・事務所の建設には品

質・環境など、様 な々アセスメントを実施し、人や地域社会への影響

評価を行うことで人権への配慮を進めています。

　また、サプライチェーンにおける人権配慮として、「直接購買する対

象がその生産、流通にあたって児童労働、不法就労等の人権侵害

に関わるものでないことを確認」することを「味の素グループ購買基

　2014年5月16日、グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワー

ク、日本ユニセフ協会、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの３団

体による「子どもの権利とビジネス原則」の発表イベントが開催

され、味の素（株）の「ガーナ栄養改善プロジェクト」が子どもの

人権を守る企業の実例として紹介されました。

　途上国の栄養問題は、本来平等であるべき子どもたちの「生存」

や「健やかな成長」そして「豊かな未来」への権利を脅かしてい

ます。「必要不可欠なサービスを受ける権利」として成長期の子

どもに必要とされる栄養は、本来国が提供しなければなりません

が、行政サービスの行き届かない途上国においては、国際機関や

二国間援助機関、NGO等がその役割の一部を担うにとどまって

います。味の素グループは、貧困層を中心に栄養を必要とする子

どもたちがアクセスしやすい製品を提供することで、新しいビジネ

スの可能性と行き届かない行政サービスの肩代わりの期待に応

えることができると考えました。そこで、最も栄養問題が深刻な生

後6カ月から24カ月の離乳期の子どもの栄養を強化するサプリメ

ント「KOKO PlusTM」を開発して、多様なセクターと協働しながら

提供するビジネスモデルの開発に取り組んでいます。

　一般に、企業の子どもの人権に関する取り組みは、サプライ

子どもの人権を守る実例としての「ガーナ栄養改善プロジェクト」

「子どもの権利とビジネス原則」の発表イベント
写真提供：日本ユニセフ協会

ガーナの母子

TOPICS

チェーンにおける児童労働が大きな課題になりますが、味の素グ

ループはそれだけにとどまらず、積極的に子どもの人権を守る取り

組みを進めています。

　また、国際連合の人権理事会において「ビジネスと人権に関す

る指導原則」が採択されたことを受けて，指導原則に基づいて企

業が人権を尊重する責任を果たすための「人権デュー・ディリジェ

ンスのためのガイダンス（手引） 」を日本弁護士連合会が2015年

1月に公表しました。このガイダンスの中で、企業の人権に関する

積極的な取り組みの事例として、「ガーナ栄養改善プロジェクト」

が紹介されています。
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人権

　味の素グループでは、あらゆる差別やハラスメントを禁止した「行動

規範」の国内外グループ従業員への浸透活動を通じて、人権問題への

理解を促進するとともに、豊かな人権感覚を身につけた人材の育成を目

的に、各社で人権啓発研修を行っています。

　味の素（株）では、2014年度に、新卒新入社員、キャリア採用社員、新

任および昇格基幹職を対象として研修を実施しました。また、味の素グ

ループ全従業員を対象に「味の素グループWayセッション」を実施し、一

人ひとりが事業を通じてあらゆる「人を大切にする」ことを再確認してい

ます。このセッションは、これまでに約22,000名が受講しています。

　さらに、味の素（株）では、全従業員を対象にしたハラスメントのアン

ケートを継続して実施しており、これまでのアンケートで寄せられた意見・

事例等をハラスメント事例集としてまとめ、全従業員にフィードバックす

るなど、ハラスメントの防止に向けた取り組みを推進しています。また、国

内グループ共通の取り組みとして、12月の人権週間に先立ち、味の素グ

ループ従業員とその家族から、人権啓発標語を募集しています。2014

年度は、2,550名から3,642作品の応募がありました。

　今後も、人権意識の高い企業人の育成を目指して、取り組みを進めて

いきます。

職場における人権への配慮の取り組み
味の素グループは、グループの未来を担う人材を国や地域を越えて採用・育成し、すべての従業員に公平な能力開発・能力発揮の機会を

提供しています。また、「味の素グループWay」で掲げる「人を大切にする」を実践するとともに、

「行動規範」「行動基準」に基づいて、職場での様 な々人権配慮・啓発の取り組みを進めています。

　味の素グループでは、「行動規範」に基づき、個人の価値観や能

力を尊重し、すべての人を公平に扱うとともに、「新しい価値の創

造」「開拓者精神」「社会への貢献」「人を大切にする」という「味

の素グループWay」に共感できる人材を、グローバルレベルで積極

的に雇用しています。

　味の素（株）では、2006年4月より、60歳で定年退職する一般職、

および基幹職の再雇用希望者全員を対象としてシニア人材再雇用

制度を運用しており、2014年度は、定年退職者の約58％が同制度を

活用して活躍しています。また、基幹職の多様なキャリア選択を支援

するため、新たに基幹職キャリア自律支援制度を制定し2014年4月

から運用を開始しています。

　国内味の素グループ各社においても、2013年4月の「改正高年齢

者雇用安定法」施行を機にシニア人材再雇用制度を一部改定し、定

年退職後の活躍を一層支援しています。

　1人以上の障がい者雇用義務がある従業員50人以上の味の素グ

ループ主要29社において、2014年度の障がい者雇用率は1.91%で、

法定雇用率（2.0%）を達成しているのは15社です。私たちは、ノーマ

ライゼーションの理念を尊重し、採用活動の拡充、職場環境の整備、

障がいを持った方に適した職域開発などを通じて、障がい者雇用を

重点的に推進していきます。シニア人材再雇用制度の運用

障がい者雇用の拡大

わたしたち　みんなそれぞれちがうけど　わかりあえると　すてきだね 
（味の素物流（株）冷凍食品事業部 吉本 幸広の家族）

東京人権啓発企業連絡会による
人権啓発標語 入賞作品

 P66　労働慣行：「味の素グループWayセッション」「ASVセッション」   参照

雇用における配慮

従業員に対する人権教育・啓発活動

5.1.　均等な雇用機会と公正な人事・処遇
5.1.1. 私たちは、味の素グループの明日を担う人材を、国や地域を越え

て受け入れ、育成します。
5.1.2. 私たちは、自立し、成長する個人に対し、公平な能力開発・能力発

揮の機会を提供します。
5.1.3. 私たちは、会社が個人の処遇を決めるあらゆる場面において、個

人の価値観、能力を尊重し、すべての従業員を公平に扱います。
5.1.4. 私たちは、個人の実力、責任、創出した成果を公正に評価し、適正

に処遇します。

味の素グループの行動規範（抜粋）

5.3.　差別、ハラスメントの禁止  
5.3.1 私たちは、各国・地域での法令や文化を尊重し、いかなる関係者

に対しても、人種、民族、国籍、宗教、信条、出身地、性別、年齢、
性的指向、障がい等を理由とする差別行為を行いません。

5.3.2 私たちは、職場の関係者に対しその人の就業環境を悪化させるよ
うな性的な言動（セクシャルハラスメント）を行いません。

5.3.3 私たちは、職場の関係者に対し職務的な立場を利用して、就業環
境を悪化させる人権侵害（パワーハラスメント）を行いません。

味の素グループの行動規範（抜粋）
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