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サステナビリティ実現に向けた味の素グループの取り組み

味の素グループの目指す姿

『味の素グループ サステナビリティデータブック 2017』 編集方針

 味の素グループは、2016年より『統合報告書』を発行し、味の素

グループの財務・非財務情報から、企業価値の向上に直結する特

に重要度の高い情報を集約、ストーリー化してご紹介しています。

　『サステナビリティデータブック』は、『統合報告書』を補完し、サス

テナビリティ実現に向けた取り組みの詳細な報告を行うためのツー

ルとして発行しています。

 この『サステナビリティデータブック』は、ASV（Aj inomoto 

Group Shared Value）をもとに味の素グループの全体像を事例

を交えて紹介する特集と、ISO26000の7つの中核主題に基づく

詳細報告で構成されています。

コーポレートメッセージ

Mission

Vision
Value

AGP
Way

味の素グループミッション
（Mission）

私たちは地球的な視野にたち、
“食”と“健康”、そして、
明日のよりよい生活に貢献します

味の素グループビジョン
（Vision）

先端バイオ・ファイン技術が先導する、
確かなグローバル・スペシャリティ食品企業グループを目指します

味の素グループWay

味の素グループ行動規範（AGP）

● 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

ASV（Ajinomoto Group Shared Value）
（Value）

創業以来一貫した、事業を通じて
社会価値と経済価値を共創する取り組み

Our Philosophy
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2016年度活動報告

サステナビリティ実現に向けた 
味の素グループの企業責任（CSR）

組織統治 
責任ある経営で企業価値を高める

公正な事業慣行 
倫理的で誠実な取引の実践

人権 
事業にかかわるすべての人の権利を大切にする

労働慣行 
一人ひとりが能力を発揮し、働きがいのある会社へ

環境 
すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る

消費者課題 
お客様とともに築く持続可能な社会

コミュニティ 
地域に暮らす人 と々ともに築く発展

味の素グループ グローバルネットワーク

付録 
◦味の素グループ行動規範・方針類
◦データ編（人事・労務／環境）

Webサイト
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/

C O N T E N T S

1 味の素グループの目指す姿／編集方針

2 目次

味の素グループの事業とCSR

3 社会課題を解決し、社会と価値を共創する 
ASV（Ajinomoto Group Shared Value）

5 事業活動と社会価値・経済価値のつながり

7 味の素グループのマテリアリティ

8 重要課題の特定プロセス

9 ステークホルダーとの対話・連携

25 特集2 地球との共生

41 特集3 ガバナンス：多様な人財

11 特集1 健康なこころとからだ

対象組織
原則として、味の素（株）および連結子会社・持分法適用会社

（2017年3月31日現在）を「味の素グループ」と表記しています。

グループ全体の情報を十分に把握できていない事象は、報告の都度、

対象組織を明示しています。

対象期間
2016年度（2016年4月～2017年3月）

ただし、過去の経緯やデータ、最近の事例を示すことが適当である場

合は、この期間以外のものを報告しています。

発行日：2017年7月（ハイライト版）

 2017年8月（フルレポート）

前回発行：2016年10月（フルレポート）

『統合報告書2017』はWebサイトで
公開しています。
https://www.ajinomoto.com/jp/
aboutus/integrated_report/

Webサイトで公開しています（フルレポート版PDF）
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社会課題を解決し、社会と価値を共創する
ASV（Ajinomoto Group Shared Value）

　世界ではグローバル化が進む一方で、各国・地域にはそれぞれ

人々の生活や地球環境を脅かす課題が存在しています。先進国で

あれ開発途上国であれ、課題と向き合い、解決に向けて行動しなけ

ればならないという点に変わりはありません。

　「国連持続可能な開発目標（SDGs）」は、2030年に向けた持続

可能な開発に関する17の目標と169のターゲットを定めたものです。

SDGsでは、政府のみならず、企業や一般市民の主体的な行動に

よる課題解決が求められているのが特長です。

　味の素グループも、グローバルに事業を行う企業体の一つとして、

SDGsの達成に寄与していくことを目指しています。

　味の素グループは、創業100周年にあたる2009年に、事業を通

じて解決を目指すべき「21世紀の人類社会の課題」を発表しました。

課題の抽出にあたっては、SDGsの前身である国連ミレニアム開発

目標（MDGs）や社内外でのステークホルダーとの対話など、多様な

観点を織り込みました。

■ 世界の課題に向き合い、世界とともに行動する

■ 味の素グループが考える、21世紀の人類社会の課題

　「21世紀の人類社会の課題」は「地球持続性」「食資源」「健康な

こころとからだ」の3つの社会課題からなります。これらの課題を経営

の中心に据え、事業を通じて解決に貢献していくことを宣言しました。

　その後、社会情勢や事業の動向を踏まえながら、3つの社会課題

の中で注力すべきテーマを都度見直し、活動を継続してきました。

自然環境への負荷を低減し、生態系保全に努める
● CO₂排出量、水の使用量原単位の削減
● 地域の生態系に配慮した土地・水などの活用
● サプライチェーンを通じた持続可能な調達の拡充

より少ない資源でより多くの価値を提供する
● 低資源利用発酵技術などによる食資源使用量の削減
● 食資源を有効活用できる食品加工技術の開発
● 農作物の収量・品質を向上させるコプロ事業の拡大

限りある資源を代替する技術を開発する
● 高力価調味料・甘味料の開発
● 飼料用アミノ酸による飼料効率の向上と耕地面積の抑制
● 非可食原料の発酵利用の研究

「おいしく食べる」ことで健康な社会を築く

アミノサイエンスで健康を支える
● アミノ酸関連製品による生活習慣病の予防
● アミノ酸の知見を活かしたがんの早期発見
● バイオ医薬品分野での事業拡大

● 地域の食文化に合わせた製品開発
● 健康課題の解決に向けたうま味の活用
● 子どもたちの栄養改善を推進する栄養指導人財の育成

健康なこころとからだ

食資源

地球持続性

食環境の変化による栄養バランスの崩れ

食資源の枯渇・フードロスの増加

地球環境の破壊

栄養バランス・調理の知識や
重要性の認識不足

新興国の弱者・貧困層を中心に
栄養・情報へのアクセスが困難

世界の人口増加に伴う、
食料需要の急拡大＋フードロス増加

地球温暖化の
加速

自然資源の枯渇
（水、エネルギー等） 廃棄物の増加

孤食化による健康な
食生活への意識低下

自分ひとりの食事には気を遣わない／
手間をかけない

多忙化による調理・
食事に割く時間の減少

やるべきこと／やりたいことの増加
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　味の素グループは、創業以来一貫して、事業を通じた社会課題

の解決に取り組んできました。そして、地域や社会とともに価値を

創造することで経済価値を創出し、成長し続けてきました。2014

年、この一連の価値創造を「ASV（Ajinomoto Group Shared 

Value）」と呼び、事業活動そのものであると位置づけました。そして、

ASVを強く推進していくことこそが、「確かなグローバル・スペシャリ

ティ・カンパニー」の実現につながると考え、ASVの進化を中核とした

「2017-2019（for2020）中期経営計画」を策定しました。

　社会課題は常に変化し続けており、その解決策も一つと限られた

■ 課題解決と価値創造の両立を目指して

ものではありません。ASVの実践にあたっては、常に世界の課題を

意識しながら、味の素グループの持つ強みや技術、思いをどのよう

に課題解決に活かすことができるかを考え、行動し続けることが重

要です。そのためには、ステークホルダーとの継続的な対話や、生

活者に対して味の素グループの思いや行動を伝える丁寧なコミュ

ニケーションが、今後も継続して必要であると考えています。

　あらゆる生き物のいのちの基本である「食」に関わるビジネスを

行っているからこそ、味の素グループならではの方法で社会課題の

解決に貢献できると確信し、これからも活動を進めていきます。

社会との協働 人財と組織

❶  先端バイオ・ファイン技術とそこから
生まれたおいしさ設計技術により、 
おいしくからだに良い食で、健康づく
りに貢献します

❷  食を通じて、家族や人と人がつな
がり、多様なライフスタイルを実現で
きる社会づくりに貢献します

❸  モノづくりから消費の場面に至る
まで、社会とお客様と共に地域・地球
との共生に寄与します

❹  グローバルトップクラスの多様な人財
が、お客様起点で地域と価値を共創
します

ASVを通じた価値創造ストーリー
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事業活動と社会価値・経済価値のつながり
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味の素グループに期待すること（有識者アンケートの結果より）

健康なこころとからだ
● 栄養があり、保存性が高く、廉価で入手できるなどの特長を持つ食

材・食品を世界規模で展開・普及させることで、開発途上国の弱
者・貧困層（とりわけ5歳以下の乳幼児や不利な立場に置かれが
ちな女児・妊産婦など）の栄養状態を改善し、健やかな成長につな
げてほしい

● アミノ酸をはじめとする機能性食品の研究開発を通じて、特に高齢
者の栄養問題への取り組みに期待する

● 日本近海などを中心に、水産資源の状況は危機的なものとなって
いる。これを早急に改善し、持続的な利用を可能にすることは最終
製造メーカーとしての責務

● 今後の人口増加や気候変動も踏まえ、持続可能な生産と消費は
事業にとっても重要で、農業生産者まで遡っての支援が必要。取
り組むべき作物や項目を具体化して、問題が大きなものから順に
注力してほしい

● 特に日本においては、フードロスの課題は目標値を立てて取り組む
べきテーマ。政府セクター、流通、消費者、NPOなどを交え、業界の
リーダーとしての取り組みを期待する

● 特に途上国では、食や育児の役割が女性の肩にかかっており、次
世代の創出と育成、社会改善のスピードアップの点からも、女性の
エンパワーメントが一番の近道であろうと思う

● 真に差別のないディーセント・ワークとはどういうことか、「百聞は一見
にしかず」の場を創出してほしい。味の素グループのバリューチェー
ンに加わることが、働く人の誇りとなって、それがグループの成長に
もつながる、ポジティブなスパイラルに期待する

● 栄養改善や、その他複合的な社会課題を解決していくためには、
様 な々ハードルがある。同じ課題意識を共有するステークホルダー
と協業することでこれらの困難を乗り越え、さらには味の素グループ
が中核となったアライアンスを構築し、世の潮流を動かしていく役割
を期待する

食資源・地球持続性

事業活動の基盤

TOPICS

SDGsと味の素グループの事業のかかわり
SDGsでは、あらゆる国と地域のあらゆる人を対象に、栄養課題を解決することが明示されました。
この課題解決に、味の素グループは事業活動を通じて貢献できるものと考えています。

ベトナム学校
給食プロジェクト

グローバルHR会議

ガーナ、マラウイにおける
栄養改善プロジェクト

ガーナ栄養
改善プロジェクト
女性販売員の起用

持続可能な農業に貢献する
「バイオサイクル」

「食卓からのエコライフ」提案

森を守り、水を育む「ブレンディ®」の森 森づくり活動

カツオ生態調査
への参画
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味の素グループのマテリアリティ
めの前提条件であるとともに、味の素グループならではの技術力や

製品開発力、バリューチェーンへの提案を通じた貢献にもつなげて

いけるよう、各部門の計画に反映されています。

　また、重ねた対話や議論を集約し、社会課題と事業の関係性を

再整理して、マテリアリティ項目の抽出・整理を進めています。2015

年にマッピングを整理し、それに基づく活動を推進してきましたが、新

しい社会動向を踏まえて2017年に見直しを図りました。

　味の素グループでは、社内外の対話を通じて、創業100周年にあ

たる2009年に「21世紀の人類社会の課題」を整理しました。これ

は、「地球持続性」「食資源」「健康なこころとからだ」の3つに対し

て、特に事業を通じて貢献していく意思を表したものです。

　これらの課題解決は、味の素グループが社会と共存・発展するた

　2015年に味の素グループのマテリアリティ項目を整理して以降、

パリ協定の発効や国連持続可能な開発目標（SDGs）の採択など、

サステナビリティに関連する世界的な動きが続いています。またグ

ループ内でも、「2017-2019中期経営計画」を策定する過程で、マ

テリアリティに関しても議論が重ねられました。

　こうした動向を踏まえ、マテリアリティ項目をアップデートし、今後

の活動に反映する必要があると私たちは考えました。

　マテリアリティ項目を更新するにあたっては、社内各部署から収

集した意見、および社外有識者56名にご協力いただいた「SDGs

と味の素グループへの期待」に関するアンケートで集められた指

摘・意見等を参考にしました。

■ 「21世紀の人類社会の課題」を
 解決するために

■ マテリアリティ項目の更新

■ 味の素グループが検討・抽出したマテリアリティ項目のマッピング（2017年改訂）

社
会
に
と
っ
て
の
重
要
度

事業にとっての重要度中 高

高 気候変動
食料需給の逼迫

食の安全・安心

不足栄養

高齢者栄養

食の楽しみ、人とのつながり

生物多様性

事業活動での廃棄物削減

容器包装の環境負荷低減

水資源

持続可能な農畜水産物調達

フードロス

児童労働、強制労働

生活者の持続可能な消費

ジェンダー平等ジェンダー平等ジェンダー平等

教育

コミュニティ開発

土地収奪

責任あるマーケティング

従業員のダイバーシティ

職場の労働安全衛生

従業員の能力開発

健康なこころとからだ

「21世紀の人類社会の課題」と
かかわりの深い項目

食資源

地球持続性

サプライヤーの CSR推進

動物福祉

透明・公正な取引慣行

過剰栄養

［主な変更点］

各項目の重要度の再検討
「持続可能な農畜水産物調達」「サプライヤーのCSR推進」「フードロス」「水資源」
「児童労働、強制労働」は、事業とのかかわりが深く、社外からも率先して取り組む
べきとの期待が高かったため、重要度を高くした。

項目の追加
中期経営計画やSDGsの観点を反映し、「食の楽しみ、人とのつながり」「生活者
の持続可能な消費」 「容器包装の環境負荷低減」を追加した。

表現の変更など
「人財育成」を「従業員の能力開発」「従業員のダイバーシティ」に分割する、「腐
敗防止」を「透明・公正な取引慣行」に変更するなどの修正を行った。
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重要課題の特定プロセス

味の素グループでは、事業を通じた価値創造を行うにあたって、活動の重要度・優先度を明確にするために、
社外の有識者・専門家から様々な形でご意見を伺ってきました。
また、その都度、最新の社会動向や味の素グループの活動への評価などもいただいています。
いただいたご意見は、事業や計画策定などの際に社内で共有し、社会からの期待に応える活動ができるよう反映をしています。

「CSR経営」の標榜

CSR総合戦略の策定

CSRビジョン・2020年のCSR達成像策定

2017-2019中期経営計画で、統合目標を発表

「Ajinomoto Group Shared Value（ASV）」を表明

社内での議論

ESGスモールミーティング開催（2015～）

有識者に対するSDGsアンケート調査

21世紀の人類社会の課題

社外有識者との対話

2015

2016

2014

10月

2005
4月

2008

「21世紀の人類社会の課題」を整理
創業100周年を機に企業理念体系を見直し

2009

有識者に対するアンケート調査

実施時期 2016年8月

対象 社外有識者56名

（これまでに社内ワークショップやダイアログ、社外での様 な々活動でご一緒させていただき、
味の素グループの活動にご理解をいただいている方を対象としています）

マテリアリティ項目の中で、重要度を上げるべきと回答された

主な項目（複数回答）

マテリアリティ項目の見直しに関する回答の一部

0 2 4 6 8 10 12 14 16

1515

1111

99

99

99

33

44

33

44

66

33

33

33

33

サプライヤーのCSR推進

持続可能な農畜水産関連

児童労働・強制労働

責任あるマーケティング・
生活者啓発

多様な人財の活躍

気候変動

水資源

腐敗防止

生物多様性

職場の労働安全衛生

従業員の教育

ジェンダーの平等

コミュニティ開発

動物愛護

事業の観点から「社会にとっての重要度」で食や栄養に関する項目が高
くなっているが、もう少し長期の視点で考えるならば、気候変動、水資源、
廃棄物削減などのテーマが高くなってもおかしくないと思われる

右上のほうにマッピングされている項目は、事業とのかかわりが強く重要。そ
れを継続し、発展させていくためには、インプットとなる「持続可能な農畜水
産物調達」がより重要な課題となるのではないか

企業のバリューチェーンにおける人権リスクはサプライチェーンで高くなって
いるため、「サプライヤーのCSR推進」は社会・事業のどちらの軸でももっと
高くあるべき

創業以来一貫した、事業を通じて社会価値と経済価値を共創する取り組みとして
「ASV」を表明。21世紀の人類社会の課題への貢献をより具体的に数値目標化し、
全社的な取り組みとして推進する

事業を通じて非財務側面の目標を明確化した

地球持続性 食資源 健康なこころとからだ
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ステークホルダーとの対話・連携

社外ステークホルダーから寄せられた期待と提言

SDGsという世界共通のフレームワークの下、社

会の共通課題に対してさらに一歩踏み込んだ

コミットをしたと理解しました。グローバル食品

企業トップ10クラス入りを目指すためには、サプ

ライチェーン上での水、土地、エネルギーの課

題、さらにそこに関わる人々の生活や人権への

配慮など、原材料の持続可能性を確保するこ

とが重要です。また、アミノサイエンスという他

の食品メーカーにはない強みを活かして食にま

つわる環境負荷を徹底的に削減するなど、さら

に高いレベルでの活動も必要でしょう。

一方で、食は人間社会の最も基盤をなすもの

であることを考えれば、中期計画に掲げられた

SDGsの課題以外にも、食や調理の習慣を変

える、多様なライフスタイルに合わせたスマー

ト調理の提案などで目標5のジェンダー平等

など、さらに広範囲での貢献が可能でしょう。

食品業界の真のグローバルリーダーとなるこ

とを期待しています。

温暖化の加速、紛争・テロによる生活の場や

農地の喪失から、食料のひっ迫が予見されま

す。一方、「フードロス」も世界的な課題で、新

興国では原料生産や製造段階で、また先進

国では消費者啓発を通じて、味の素グループが

「フードロス」削減に果たす役割は大きいと感

じます。

SDGsの目標12「持続可能な生産と消費」の

実現のため、企業として製品にライフサイクル

視点で取り組むことはもちろん、消費者には

原料調達から廃棄までの“モノの一生”を伝え

ることが事業者の使命です。特に、農畜水産

物が原料となる食品業界では、「持続可能な

調達」の方向性を企業が積極的に示すことで、

サプライチェーンまた業界全体に大きな影響

を与えることができます。味の素グループがあ

らゆる技術を駆使して世界をリードし、人々の

生活、特に食生活面に貢献することに期待し

ています。

株式会社
レスポンスアビリティ
代表取締役

足立 直樹氏

（公社）日本消費生活
アドバイザー・コンサル
タント・相談員協会
代表理事 副会長

大石 美奈子氏

ステークホルダー 主なエンゲージメントの機会 得られた成果／実績など

お客様・生活者

● お客様相談窓口（国内食品5社、海外法人の一部）

● 味の素（株）のレシピ&コミュニティサイト「AJINOMOTO PARK」

● 各種イベント

● 工場見学

● お客様の声をもとに、製品・サービスを改善 
商品へのご指摘時の対応満足向上の取り組みを実践　　　　　 

（→消費者課題 P129-132）

● 味の素グループのサステナビリティへの取り組みの認知・理解と参加
者の意識の向上 （→消費者課題 P133-136）

● 味の素（株）国内3事業所工場見学者数 2016年度実績：約5.8万人

株主・投資家

● 年次株主総会

● 決算説明会

● 国内外機関投資家との個別対話

● 機関投資家向けのESG（環境・社会・ガバナンス）関連の取り組み 
説明会

● コーポレート・ガバナンス体制の強化 （→統合報告書2017 P50-61）

● コーポレート・ガバナンス報告書更新 （2017年6月末）

● 『味の素グループ 統合報告書2017』発刊 （2017年7月末）

● 第3回味の素グループのESG関連への諸取組みの説明会 
～食とアミノ酸を通じた健康な生活への貢献～ 

（アナリストおよび機関投資家向け）（2017年3月）

味の素グループが世界の人々から信頼される真のグローバル企業となるためには、様々な
ステークホルダーとの対話を継続的に行い、いただいたご意見を企業活動に反映しながら
成長していく必要があります。継続的な対話や連携を通じて、社会・環境に貢献できる存在
となることを目指していきます。

味の素グループの非財務目標の中で、「環境

目標」は具体的かつ大胆な目標が設定されて

おり、非常に良いと思います。一方、社会関連

目標と指標は、無理やりに「社会目標」と「事

業性」を連動させているように感じます。もっ

とストレートに、例えば「世界に跨るサプライ

チェーンにおける労働者の保護と生産者の

保護・支援・課題解決に向けた協働」、「栄養

失調がみられる国や地域での栄養改善への

貢献」、「栄養過多が多くみられる国や地域で

の栄養の適正化への支援」など、わかりやす

い目標にしたほうがよいのではないでしょうか。

ガバナンスの目標設定に関しては、「グローバ

ルトップクラスの多様で倫理観の高い人財」

や「グローバルトップクラスの多様な人財がス

テークホルダーの意見に耳を傾け、地域と価

値を共創します」といったニュアンスがあると、

よりふさわしいのではないかと感じます。

リーダーシップ・
アカデミーTACL 代表

ピーター D. 
ピーダーセン氏

NPO/NGO
社外有識者
など

お客様
生活者

取引先

地域社会

株主
投資家

従業員

味の素グループ
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食品産業はSDGs（持続可能な開発目標）の

すべての目標に密接に関わります。飢餓問題

の解消、栄養改善、食資源と安全性、廃棄物

の削減、水の管理などに加えて、ここ数年、世

界に伸長するサプライチェーン上の人権尊重

や気候変動対策への関心が急速に高まって

おり、社会や環境に配慮して生産される食品

を選択する消費者も増えています。国際NGO

のオックスファムは、2013年より大手食品・飲

料10社の環境や人権への取り組みを評価する

「The Behind the Brands Campaign」を実

施しています。喫緊の課題として、小規模農家

の所得向上、農村女性の意思決定への参加、

土地の権利の確保、農場や水産加工におけ

る労働環境の改善などがあります。その解決

方法として、地元住民との十分な対話、同業

他社や政府を含む他セクターとの連携（コレ

クティブ・インパクト）、責任ある調達方針の徹

底などが求められます。

企業活動を行う上で、人権への配慮は絶対に

欠かせません。グローバル企業に求められるこ

とは、人権問題は完全に予防することはでき

ず、必ず発生するものだとの認識のもと、問題

が生じた場合にその解決に向けて真摯に取り

組むことができるガバナンス体制を整備するこ

とです。そのためには原材料調達から販売に

至るバリューチェーン全体のトレーサビリティ

を把握し、事前に人権に関するリスクを整理し、

グループ内あるいはサプライチェーンにおける

責任の所在を明確にしておく必要があります。

また、人権問題の影響を受けたステークホル

ダーの意見を聞き、その意見を反映させた改

善措置を取る透明性の高いガバナンスの構築

も求められます。

もし問題が発生した場合でも、真摯に対応し

的確に解決できれば、かえって企業の評価を

高めることになります。

一般財団法人
CSOネットワーク
事務局長・理事

黒田 かをり氏

東京経済大学
現代法学部 講師

寺中 誠 氏

ステークホルダー 主なエンゲージメントの機会 得られた成果／実績など

取引先

● 日常的な取引の場でのコミュニケーション

● フードディフェンス説明会・フードディフェンス監査

● SAQ（取引先の自己診断チェックツール）

● 取引先がCSR関連項目について自己診断チェックを通じて課題を認識
（→公正な事業慣行 P58）

● 個別の重要原料ごとに持続可能な調達に向けた考え方・方針の伝達
（→公正な事業慣行 P59-62）

従業員

● 「味の素グループWayセッション」

● 「ASV（Ajinomoto Group Shared Value）セッション」

● 階層別・部門別研修

● Ajinomoto Group Principles（AGP）に関する意識調査アンケート

● AGP（行動規範）を考える会

● ホットライン（内部通報制度）

● ハラスメント相談窓口

● 「味の素グループWayセッション」は2015年度末までに国内外の 
全従業員約33,000人が受講完了

● 「ASVセッション」は2017年度末までに全従業員が受講完了予定
（→労働慣行 P74）

● AGP浸透　AGP（行動規範）を考える会 
2016年度実績：31回、297人参加 （→組織統治 P53）

● ホットライン通報件数 
2016年度実績：国内グループ全体63件 （→組織統治 P53）

地域社会

● 工場と近隣住民との対話

● 地域のイベントに参加・協賛

● 財団による奨学金等の活動（世界4カ国）

● 自然災害の被災地に対する復興支援活動

● 社会・環境貢献活動「Smile Earth!」

● 「環境モニター」制度の導入（味の素（株）川崎事業所）や各工場での
近隣住民とのふれあいの場づくり

● 東日本大震災復興支援活動「ふれあいの赤いエプロンプロジェクト」を
2011年より継続（2017年3月までに2,452回実施、延べ約37,500名
参加）。料理教室を通じて栄養指導を行うとともに、住民間のコミュニ
ケーションを促進 （→コミュニティ P147-148）

NPO・NGO／
社外有識者など

● 味の素グループ サステナビリティフォーラム

● サステナビリティ・CSR活動に対するご意見・提言をいただく対話

● 「食・栄養」分野で活動するNPO・NGOを支援する 
「AINプログラム」

● 対話を通じていただいた様 な々ご意見を、サステナビリティ・CSRの計
画に活かせるように社内で検討　　　　　　　　　　　　　　　 

（→味の素グループの事業とCSR P8-10）

● AINプログラムの支援実績 （1999～2016年度開始分）： 
79件／14カ国、受益者数 約14万人、総額3億1千万円　　　　 

（→コミュニティ P141-142）

2016年から国連栄養改善10年計画がスタート

し、「飢餓・微量栄養素の欠乏」と「肥満」とい

う世界が直面する2つの栄養問題に官民挙げ

ての取り組みが急務です。そうした中、味の素グ

ループは2017年2月に、社会価値を創出するこ

とで経済価値を向上させることに加え、栄養改

善という社会課題に貢献するASVの考え方を

打ち出しました。

味の素グループは、「味の素®」、風味調味料な

どの調味料の提供により、多様な食品の摂取

を促すノウハウを持ち、そのビジネスは途上国、

新興国、先進国という経済発展の異なる地域

にまたがります。また、民族・宗教、食生活・食料

生産の違いを踏まえた豊かな食卓づくりに知見

を有しています。栄養改善には摂取する食料の

量・質の確保と多様な組み合わせの追求が不

可欠ですが、味の素グループにはその知見を活

かし、栄養改善のCSVビジネスモデルづくりの

フロントランナーとしての役割を期待しています。

仙台大学 
上級研究リサーチャー兼
アドバイザー
農学博士

遠藤 保雄氏
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73億人※1

世界人口

栄養不足

「健康なこころと
からだ」を
取り巻く
世界の課題

97億人※1

2015年 2050年

8億人※2 20億人※3

飢餓・慢性栄養不足
（2015年）

微量栄養素欠乏
（2013年）

65歳以上人口

6億人※1 15億人※1

2015年 2050年

VitaminVitamin

MineralMineral

栄養過剰

BMI 30 BMI 25

19億人※4

過体重
（2014年）

（1980年からほぼ倍増）

6億人※4

肥満
（2014年）

健康なこころとからだ
特集1

※1 UN (2015)　※2 FAO (2015)　※3 FAO (2013)　※4 WHO (2015)

人が生きるために欠かせない「食」の未来を、ステークホルダーの皆

様とともに切り拓いていく。それが味の素グループの目指す姿です。

世界中で「健康なこころとからだ」を実現するために、具体的な目標

を持って挑んでいきます。

創業以来培ってきた食とアミノ酸の知見を活かし、製品を展開する

130超の国・地域に根ざして事業を展開しながら、様々なレベルの

栄養課題の解決に貢献します。

■ 味の素グループの使命

関連の深いSDGs項目
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日本：「Cook Do」5品目、「ギョーザ」 Five Stars：風味調味料製品を対象

※ 楽しく、上手に、買い物も含む食事の準備、調理、食後の後片付けができること。

日本：「ギョーザ」「やわらか若鶏から揚げ」「ザ★チャーハン」、
スープ「クノール®カップスープ」3品目

日本：「Cook Do」5品目、「ギョーザ」 Five Stars：風味調味料製品を対象

医・健食アミノ酸：輸液用、メディカルフード用、「アミノバイタル®」「ノ・ミカタ®」
「グリナ®」等

味の素グループ製品を通じて創出される時間（日本） アミノ酸製品を通じた快適な生活への貢献人数

味の素グループ 栄養ポリシー 2017年7月制定

地域、年齢、生活スタイルなど、様々な人々の栄養ニーズに基づき、毎日の食事の栄養バランスを向上させる製品・情報の提供を
目指します。
スマートな調理※と、うま味をベースにしたおいしいメニューの提案を通じて、食の楽しさとおいしさを実現し、こころとからだの健康に
貢献します。
たんぱく質・アミノ酸の持つ栄養及び生理機能の科学的な研究によって得られた信頼できるソリューションを提供します。
生活者がより健康的な食品の選択と実践に役立つ様、公的機関の指針に基づくだけでなく、表示とコミュニケーションを自ら工夫
し推進していきます。
栄養に関わる社会的な活動および様々なステークホルダーとのコミュニケーションを、絶えず続けていきます。

1

2

3

4

5

2020年度統合目標における「Social（社会）」の目標

❶ うま味を通じてたんぱく質・野菜を
　 おいしく摂取し、栄養バランス改善

❸ おいしくスマートな調理の実現

❷ 共に食べる場の増加

❹ 人々の快適な生活の実現

19％（9.7kg/人/年）
対2015年度＋3％（＋2.0kg）

対2015年度＋20回

対2015年度＋400万人対2015年度＋700万時間

8％（6.2kg/人/年）
対2015年度＋2％（＋1.6kg）

肉の摂取量  野菜の摂取量  

年860万トン 70回/世帯/年

3,800万時間/年（6時間/世帯/年） 2,200万人

年550万トン

味の素グループ製品による 味の素グループ製品による共食の場への貢献回数
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「Masako®」 「ラブベジ®」

「ラブベジ®」とは「Love（愛）」＋「Vegetable（野菜）」
の造語で、1日あたり350g以上の野菜摂取を後押し
する活動

「AJINOMOTO PARK」の「ラブベジ®」特集

おいしく、栄養バランスに富んだ食で
世界中にこころとからだの健康を届ける
味の素グループは「おいしく食べて健康づくり」という創業の志を現在まで受け継ぎ、世界各地で事業を展開してきました。 
その根幹にあるのは、日本食の「だし」を起点に日本で発見された基本味の一つ、「うま味」です。 
うま味は日本固有のものではなく、トマトやチーズをはじめ、世界中の様々な食材の中にも含まれています。 
その土地で入手しやすい食材を組み合わせ、うま味を効かせたおいしい料理が、世界各地に息づいています。

食事のあり方を考えるとき、一つひとつの料理のおいしさはもちろんのこと、栄養バランスに優れていることも重要です。 
料理を組み合わせる「献立」、なかでも日本食の「一汁三菜」の考え方は、バランスのよい食事の一つの形です。 
日本で培ってきたそれらの知恵を活かし、各国・地域のライフスタイルや食習慣、食のニーズに応えながら、各地で最適な製品を開発・
販売すること。 
そして、各地の食材や定番メニューを活用し、バランスのよい食事を実践するための情報発信やコミュニケーションにも注力すること。 
こうした、徹底して現地に適合する事業活動によって、世界各地で起きている栄養課題の解決に貢献していきます。

それと同時に私たちは、食事をする「場」をよりよいものにする提案も行っていきます。 
誰もが簡単に調理でき、忙しい中でも料理を楽しむことができる。 
そうして作った料理を、世代を超えてみんなで味わい、おいしさや楽しさを分かち合う。 
そんな食卓を実現することで、空腹を満たすだけでなく、こころも健やかに満たす食事が実現できると考えています。

こころとからだの健康を、世界のすべての人に届けるために。 
味の素グループはこれからも挑戦し続けます。

毎日をより健康に過ごすためには、「何を食べるか、どのように食べるか」を考えた食事が重要です。 
栄養課題は各国・地域で異なるため、味の素グループでは各地で最適な製品を 
提供するとともに、栄養バランスがよいメニューや献立の提案を行っています。

おいしく、バランスのよい食事づくりの提案

インドネシア味の素社は、風味調味料

「Masako®」のパッケージ裏面で栄養

バランスの良いメニューを紹介しているほ

か、食実態と栄養課題を踏まえ、テレビ

CMで「おいしくてからだとこころに良い」

共食メニューを提案しています。 味の素（株）名古屋支社では「もっとおいしくたくさん野菜を食べ

てもらおう！」をテーマに、2015年度より「ラブベジ®」プロジェクト

を発足。旬の素材を使って30分以内で調理できるレシピを組み

合わせ、十分な量の野菜を摂取できる献立を提案しています。

「AJINOMOTO PARK」内「ラブベジ®」特集
https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/corner/lovevege/

参照
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世界各地には、それぞれ長い時間をかけて育まれた「おいしさ」があり、多様な嗜好や価値観、食へのニーズが根付いています。 
味の素グループでは、各地に特有の「だし」を手軽に使えるようにした風味調味料や、 
家庭料理の定番メニューを手軽においしく味わえるメニュー調味料を数多くラインナップしています。

「こころとからだの健康」を実現するためには、「食」を多角的に捉えることが必要です。 
味の素グループは、製品・サービス、生活者とのコミュニケーションなど、あらゆる機会を通じて、 
食や栄養の持つ意義・可能性を世界中の皆様とともに考え、実践していきます。

「ともに作り、ともに食べる」ことで「こころの健康」を醸成

伝統食をより簡単に、よりおいしく調理できる製品の提供

フィリピン味の素社が販売する「Sarsaya®」は、濃厚なカキの

エキスを主原料とした本格的なオイスターソースです。フィリピン

の伝統料理である空芯菜炒めをはじめとする家庭料理が「おい

しくなる、本物のカキの味がする、子どもが喜ぶ」と評判です。

味の素冷凍食品（株）では、噛むことが難しくなった高齢者で

も食べやすいメニューをWebサイトで紹介。冷凍食品を使い

「食材をカット」「あんをかける」などひと手間加えれば家族と

同じ食事を楽しめる簡単レシピを提案をしています。

インドネシア味の素社が販売する液体調味料「SAORI®」は、

「いつもの料理を新たなオリエンタル・テイストで簡単においしく

調理できる」をコンセプトとしています。購入しやすい小袋単位で

の販売に加え、現地でよく食べられる空芯菜や豆腐を使ったメ

ニューを生活者に提案しています。

味の素（株）は、食材ムダなく、おいしく食べ切る「食卓から

のエコライフ」を広げる活動に取り組んでいます。

「食エコ」を考える場を通して、誰もが簡単に料理をする楽し

みや、いっしょに食べる喜びを伝えていきます。

「Sarsaya®」 「SAORI®」

おじいちゃん、おばあちゃんもいっしょに食べよう！
冷凍食品活用術
https://www.ffa.ajinomoto.com/recipe/katsuyoujutsu/

参照

食卓から始めるエコライフ
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/eco/

参照

消費者課題 P133-136
食卓から始めるサステナブルなライフスタイル提案

参照
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栄養バランスの改善で、
一人ひとりの健康を実現する

一人ひとりの目的に応じた、バランスのよい食事の提案

食事の「勝ち飯®」

主食

果物 主菜

牛乳・
乳製品

副菜

補食の「勝ち飯®」

5つの輪（主食、主菜、副菜、汁物、乳製品）をバランスよく揃える

目的に応じて食事だけでは賄い切れない栄養素を
必要なタイミングでとる

汁物

MILK トップアスリート向け
に実践してきた

スポーツ栄養プログラム

生活者向けに
がんばる人のチカラになる

“栄養バランスごはん”へ拡大

トップアスリート向けのサポートから得たノウハウを
生活者が自分事化できるテーマに展開。
目的を叶えるためのカラダづくりに必要な栄養素を
おいしく摂取できる献立を当社製品で提案します。

部活生 受験生

ジュニア
アスリート

中高年
シニア

暑さ寒さに
負けない
カラダづくり

トップアスリート

拡大

　「食」は毎日の生活の中で最も大切な事柄の一つであり、誰もが

「おいしく食べて健康に暮らしたい」と願っています。健康なカラダづ

くりの基本は、バランスのよい食事を摂ることですが、近年、生活習慣

やライフスタイルの変化から、日々の食事におけるたんぱく質・野菜の

不足や、糖・脂肪の摂りすぎなど、栄養面の課題が顕在化しています。

　味の素グループは創業以来、食やアミノ酸に関する研究を重ね、

世界トップレベルの開発力・提案力を蓄積してきました。そうした知見

を活かし、生活者の様々な健康ニーズに製品やレシピ提案を通じて

応えていきたいと考えています。その思いを実践するための提案の

一つが、味の素（株）が進める「おいしく食べてカラダづくりとコンディ

ショニングを実践しやすくする食事」＝「勝ち飯®」の取り組みです。

　「勝ち飯®」が重視しているのは、「何を食べるか」ではなく「何のた

めに食べるか」を考えることです。カラダづくりや健康維持の目的に

合わせて、1日３度の食事をバランスよく揃えるとともに、必要な栄養

素をタイミングよく摂取するための「補食」も活用することを勧めてい

ます。家庭での実践にあたっては、たんぱく質・野菜をしっかり摂るた

めに、うま味を効かせた汁物を活用するアイデアを紹介しています。

　このような食を通じたカラダづくり・コンディショニングの考え方は、

積極的にスポーツに取り組むアスリートや部活生はもちろん、万全

の体調で試験に臨みたい受験生や、夏バテや寒さなど季節による

体調変化を乗り切りたい生活者、欠食しがちな若年層など、様々な

目的やニーズを持った人々に有効であると私たちは考えています。

　さらには、健康診断の結果を受けて生活を改善したい中高年層

や、加齢による身体の変化に負けず若 し々い生活を送りたいシニア

層のニーズにも応えていくために、味の素グループは今後も研究を

重ね、多様な目的に適う、より信頼性の高い提案の実現を目指して

いきます。

　「勝ち飯®」は、これまで味の素（株）がトップアスリート向けに実践

してきたスポーツ栄養サポートを起点としています。

　味の素（株）は2003年より、日本オリンピック委員会（JOC）と共

同で「ビクトリープロジェクト®」を推進。日本代表選手団および候補

選手に対して、食とアミノ酸を活用してコンディショニングのサポート

を行ってきました。

　こうしたアスリートに対する栄養管理のアドバイスや献立づくりか

ら得られた経験・知見が、一般生活者向けの「勝ち飯®」の提案に

活かされています。

■ 毎日の栄養バランスを整える「勝ち飯®」 ■ 「何のために食べるか」を意識した食事の提案

■ アスリートのカラダづくりの知見を応用

「AJINOMOTO PARK」内「勝ち飯®」レシピ
https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/corner/kachimeshi/

参照
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TOPICS

高い技術力で、減塩とおいしさを両立する製品を開発

　塩分の過剰摂取は、三大疾病をはじめ、各種生活習慣病の発症リ

スクを高めます。調査によると、現在の日本人の塩分摂取平均量は、

男性11.0g／日、女性9.2g／日であり、厚生労働省指針の塩分摂取

基準（男性8.0g／日、女性7.0g／日）を超過、さらにはWHOが推奨す

る摂取ガイドライン（5.0g／日）とも大きな乖離があります。世界的に見

ても、多くの国々でWHO推奨ガイドライン値を大幅に超えているという

実態があり、塩分の過剰摂取は日本のみならず世界的に大きな課題

となっています。

　味の素（株）はこの課題に向き合い、減塩の率を高めながら「おいし

い食品」を実現する研究開発を進めてきました。その中で、アミノ酸に

よる塩味の増強作用、γ-PGA※1による食塩代替素材の苦味マスキ

ング、独自呈味・風味素材による嗜好性付与に着目。これらを製品領

域ごとに最適な形で組み合わせ、減塩率50％以上を達成することを

目指した技術の構築を進めています。

　この技術の活用は、国内製品にとどまらず、アメリカの味の素ウィン

ザー社でも展開。冷凍米飯製品で、30％減塩品が開発されました。

開発を担当する食品研究所のメンバー

※1 γ-PGA（ポリグルタミン酸）：アミノ酸の一つであるグルタミン酸が長くつながったもの。 
　   納豆のネバの構成成分として知られている。サトウキビから発酵法で作られる。

多様な製品で、栄養ニーズに応える
　栄養バランスを欠いた生活によって、世界中で様々な健康課題

が発生しています。肥満は従来、先進国に多く見られましたが、新

興国でも欧米式の高脂肪・高カロリーの食事が一般的になったこと

で、増加の一途をたどっています。肥満は、糖尿病や高血圧などの

生活習慣病患者を増やすリスク要因でもあり、寿命を縮める原因に

もなります。

　こうした課題を解決するためには、日常的な食生活の中で栄養バ

ランスを改善していくことが重要です。

　味の素グループでは、減糖・減脂・減塩の調味料や甘味料、加工

食品を提供することで、こうした健康課題の解決に貢献していきます。

　また、減塩のために調味料を単純に減らすと物足りない味になり

がちですが、うま味の豊富な食材を使ったり、調理を工夫することで、

満足度がありながら減塩を実践できます。味の素グループの持つう

ま味に関する知見をもとに、うま味を効かせて減塩するアイデアに

ついても、広く一般に提案していきます。

「やさしお®」 「丸鶏がらスープ」
〈塩分ひかえめ〉

「お塩控えめの・
ほんだし®」

「クノール® カップスープ」
コーンクリーム 塩分40％カット

「味の素ＫＫコンソメ」
〈塩分ひかえめ〉

「TAI PEI®」シリーズ

減塩

「パルスイート®」 「FIT®」 「ブレンディ®」 スティック 
カフェオレ 甘さなし

「ブレンディ®」 スティック 
カフェオレ カロリーハーフ

「ピュアセレクト® コクうま® 
65％カロリーカット」

「マリーム®」 
低脂肪タイプ袋

減糖 減脂

今後も世界に先行して、新規減塩素材の探索、高度なアプリケーション
開発により、社会課題の解決に向けた取り組みを深化させていきます
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アミノ酸とうま味の持つ価値を
世界の人 と々共有する

　地球上の生命の源であるアミノ酸は、自然界で約500種類が発

見されています。そのうち、人間の体のたんぱく質を構成しているの

はわずか20種類。中でもグルタミン酸は、微生物や植物、動物など

すべての生物が体内で合成し、自然界に最も多く存在するアミノ酸

の一つです。食べ物にはグルタミン酸が豊富に含まれ、母乳中にも

グルタミン酸が最も多く存在しています。つまり、世界のすべての人

が、生まれたときからグルタミン酸に親しんでいるのです。

　生命に欠かすことのできないグルタミン酸ですが、その味が発見

されたのは約110年前のことです。日本人の池田菊苗博士が、昆

布だしの主要な味の成分がグルタミン酸ナトリウムであることを解明

し、その味を「うま味」と名付けました。この発見には、日本の食文化

が強く影響しています。西洋やアジア圏のだし（スープストック）は肉

や野菜を長時間煮込んで作られ、20種類のアミノ酸のほとんどが

含まれています。一方日本の昆布だしに含まれる主要なアミノ酸は

グルタミン酸であることが、その味の発見につながったのです。

　池田博士はうま味の発見にとどまらず、「うま味を庶民の生活に役立

つ調味料にして、国民の栄養状態を改善したい」と研究を続行し、グル

タミン酸ナトリウム（MSG）の製法を開発。それを1909年にうま味調味料

「味の素®」として商品化したことが、味の素（株）の事業の始まりです。

　グルタミン酸の味＝うま味は、世界中誰もが日々味わっています

が、明確な味質を持つ甘味、塩味、苦味、酸味に比べると曖昧で捉

えにくい味です。一方で、和食の味わいの要はうま味であり、日本人

の健康長寿とうま味のかかわりが世界に認識され始めています。

調査・解析
世界中の人々のためのUMAMI情報＆価値共有の場

WORLD UMAMI FORUM（仮称）

社会文化人類学・
生命科学の観点から
うま味を解析し、
価値を検証する

UMAMI 料理コンテスト UMAMI カンファレンス
2018年にニューヨークで、国際会議を開催予定。栄養の
専門家を対象に、おいしさとうま味、健康・栄養価値に
ついて座談会やトークセッション、展示等、これまでとは
違った観点から、サイエンスコミュニケーションの場を
設定し、うま味／ＭＳＧのさらなる訴求を目指す。

世界各国で、うま味を活用したメニューを募集
し、グローバルに発信。
エンターテインメントの側面から、うま味の情
報発信・価値共有を行う。

　グルタミン酸を効率的に製造するために様々な手法が検討され、

現在では発酵法が主流となっています。日本の気候風土が日本特

有の多くの伝統的な発酵食品を創り出してきましたが、同時に微

生物を育む土壌や微生物・菌類の優れた研究が日本で手掛けられ

てきたことが発酵法によるグルタミン酸の製造技術の確立につな

がっています。さらに、発酵法によるグルタミン酸の製造技術はその

他多くのアミノ酸の製造技術確立につながり、アミノ酸工業の大き

な発展の礎となりました。

　こうした背景を受け、味の素グループは、うま味の持つ価値をグ

ローバルに、専門家から一般生活者まで幅広い層に向けて、科学

的知見に基づき発信していくことが大切だと考えています。2017年

からは「UMAMI Project」をスタートさせ、うま味とMSGに関するコ

ミュニケーションを多角的に行っています。

日本古来の知見が導いた、「うま味」の発見や発酵法の確立

「UMAMI」の持つ価値を広く伝え、語り合う

■ 日本と他の国のだし（スープストック）比較

■ 「UMAMI Project」の主な取り組み

日本と他の国のだし（スープストック）比較

日本のだし
　材料：昆布
　調理時間：30分未満

グルタミン酸

アスパラギン酸

鶏ガラスープ
　材料：鶏ガラ、野菜
　調理時間：5 ～ 6時間
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世界各地に「うま味／MSG」が普及することを目指して
うま味／MSGの知見を世界各地に広めるために、味の素グループは様々なセミナー・講演会等を開催しています。
特に、実際にうま味を味わい、MSGの効果を体感して理解し、参加者が自分の言葉で説明できるようになることを
目指して、体験重視型のセミナーに力を入れています。

　カイロ大学農学部は、イスラム圏でも有数の歴史と規模を誇って

います。2016年10月、農学部の研究者たちがうま味の持つ価値に

ついて理解を深める機会を提供するために、大学主催の「UMAMI

セミナー」が開催されました。味の素（株）とNPO法人うま味インフォ

メーションセンターは、このセミナーを全面的に支援。エジプト料理に

うま味を取り入れることで、エジプト国民の健康増進に貢献できると

いう趣旨のもと、国際産学連携を目指して取り組みました。

　セミナーは、理論編と実践編の2部構成。理論編では、うま味の

基本情報に加えて、エジプト料理でよく利用される各種うま味素材

について、カイロ大学のシャヒナズ教授が解説。エジプト産トマトは

他国産と比較して特にうま味成分含有量が多く、エジプト人は無意

識のうちにうま味を味わっているといったことが紹介されました。また

実践編では、減塩野菜スープに「味の素®」（MSG）を添加したスー

プの比較体験を実施。参加者の98％が味の違いを認識し、80％が

「味の素®」を加えたスープのほうがおいしいと感じ、「味の素®」が

減塩に有効であることが体感を通じて理解されました。

　2016年11月、味の素（株）はアフリカ36カ国で事業展開する大

手加工食品メーカー、プロマシドール・ホールディングス社の株式売

買契約を締結しました。プロマシドール社が有するアフリカでの強固

な販売基盤と、味の素（株）の製品開発力・生産技術力の相乗効

果で、現地の豊かな食生活に貢献することを目指します。

　ともにビジネスを推進する前提として、プロマシドール社内でうま

味やMSGを正しく理解してもらう必要があります。そこで2017年3月、

CEOをはじめとする幹部に対するレクチャーをガーナで実施、さらに

同年5月には、3年に一度のプロマシドール社エグゼクティブ会議が

南アフリカで開催され、アフリカ各国から集まった同社社員約50名

に対して、うま味とMSGの講義を行いました。ここでも体験を重視し、

うま味が口の中でどのような感覚を引き起こすのかをドライトマトや

減塩野菜スープを用いて参加者全員が体感。MSGの安全性問題

がいつどうして起こったのか、様々な風評がどのように世界に広がっ

ていったのかを伝えることで、社員たちはうま味とMSGに対する理解

を深めました。2日半にわたる会議では、風味調味料や即席麺、コク

味物質やフレーバーを加えた製品開発の可能性など、今後の製品・

事業展開のヒントとなる情報も共有されました。

シャヒナズ教授による講演の様子

プロマシドール社でのセミナーの様子

減塩野菜スープと、うま味調味料「味の素®」を添加したスープの比較体験の様子

うま味体験に用いられたドライトマトとチーズ、
野菜スープ

■ エジプト・カイロ大学での「UMAMIセミナー」

■ プロマシドール社での社内幹部セミナー
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アミノサイエンスで実現する
健康で快適な生活

　アミノ酸はたんぱく質の構成成分であるだけでなく、個々のアミノ

酸には多様な役割があり、健康への貢献も科学的に解明されつつ

あります。

　アミノ酸には体内で合成できないアミノ酸（必須アミノ酸）と、日々

体内で合成されているアミノ酸（非必須アミノ酸）があります。必須

アミノ酸は食事から摂取する必要がありますが、毎日の食事の中で

必要なアミノ酸を摂取するのは難しい場合もあります。そのようなと

きには、栄養機能食品やサプリメントを活用することも、健康を維持

するためには役立ちます。

　味の素グループは長年にわたりアミノ酸研究を続け、人々の毎日

の生活と健康をサポートする独自の技や製品を開発してきました。

　世界に類を見ない超高齢社会を迎えた日本では、高齢者が尊厳

を持ち、自立して豊かな人生を享受できる社会基盤を築くことが急

務です。高齢期のQOL（Quality of life：生活の質）を向上させる

ためには健康寿命の延伸が重要な課題となりますが、そのためには

筋肉の維持が大きな影響を及ぼします。

　シニア世代では、筋肉が徐々に衰えることが深刻な問題です。対

策として適度な運動とたんぱく質・アミノ酸栄養の摂取が求められま

すが、高齢になるにつれて食が細くなると、必要な量のたんぱく質を

食事からだけで摂ることは難しくなります。そこで味の素グループで

は、アミノ酸の機能を活かした製品を提供することで、シニア世代の

筋肉づくりをサポートしています。

　味の素（株）が開発した独自組成であるロイシン40%配合必須ア

ミノ酸は、足の曲げ伸ばしなど筋肉に軽い負荷がかかる運動との併

用で、60代以上の方の、筋肉をつくる力をサポートする機能と歩行

能力の改善に役立つ機能があることが報告されています。

　筋肉のもととなる栄養素はアミノ酸です。中でも必須アミノ酸の

一つである「ロイシン」は筋肉をつくり出すシグナルの働きがあります。

そのため、「ロイシン」の比率を40%まで高めた必須アミノ酸が効率

的に筋肉をつくりだすことができるのです。また、アミノ酸がたんぱく

質よりも速やかに体内へ吸収されることも効率的な筋肉づくりにつ

ながります。

　ロイシン40％配合必須アミノ酸を3,000mg配合した、“60代から

の筋肉維持に役立つ筋肉づくりと歩く力をサポート”する「アミノエー

ル®」と「アミノエール®」ゼリー ロイシン40※1は、加齢によって衰える

シニア世代の筋肉対策の一助となることを目指した製品です。

アミノ酸の持つ力を人々の健康に役立てる

■ アミノ酸の力を活かした独自の製品で
　 健康をサポート

■ シニア世代の筋肉づくりを支えるアミノ酸の力

たんぱく質の1日推奨摂取量60gを摂取するためには… ロイシン40％配合必須アミノ酸は、理想のたんぱく質と呼ば
れる、ホエイプロテインと同等の“筋肉をつくる力”があります

牛肉なら

513g

卵なら

9個
牛乳なら

1.8リットル
高齢者（体重60kg）の場合、日本人の食事摂取基準（2015年版）において、
1日のたんぱく質推奨量は約60ｇとされています。

ホエイプロテインは、効率的に筋肉づくりができることから、理想のたんぱ
く質と呼ばれています。ロイシン40%配合必須アミノ酸には、わずか3gで、
ホエイプロテイン20gを摂取した場合と同等の"筋肉をつくる力"があるこ
とがわかっています。

※1 「アミノエール®」ゼリー ロイシン40は「アミノケア®」ゼリー ロイシン40からブランド変更した製品です。

ロイシン40％配合
必須アミノ酸

3g

ホエイプロテイン

20g
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日々の暮らしに活かすアミノ酸の力

　現代、特に日本における生活者の食ニーズは、世代や家族構成

などを超えて複雑化・多様化しています。そのような食ニーズに応え

ながら、アミノ酸をバランスよく摂取するために、様々な食品にアミノ

酸の機能を付加するという方策が考えられます。味の素グループで

はこれを「食品へのアミノ酸インサイド戦略」と呼び、今後取り組み

を強化していきます。

　アミノ酸インサイド戦略では、味噌汁やスープ、ふりかけ、カレーな

ど、日常的に食卓に並ぶメニューの中にアミノ酸ミックス製品を加

え、食事や補食を食べることで必要なアミノ酸を摂取できるようにす

ることを目指します。

　味の素グループは、健康と栄養の概念をすべての製品に反映させ、

製品を通じて総合的に人々の食生活の向上に貢献するとともに、

アミノ酸と食品の融合を実現させていきます。

　味の素（株）では、食堂や給茶機などでのメニュー提供を通じて、

従業員が日常的にアミノ酸を補給できる環境を整え、健康づくりに

役立てる取り組みが始まっています。

■ 毎日の食事で、より手軽にアミノ酸を ■ 社内でも、アミノ酸で
　 従業員の健康な生活をサポート

■ 味の素（株）が開発した9種の必須アミノ酸からなる独自組成であるロイシン
高配合必須アミノ酸を配合したカレーを期間限定で本社、川崎事業所、東
海事業所の各食堂で提供

■ ロイシン高配合必須アミノ酸を
  配合した飲料を本社・京橋地区内の
  給茶機に導入

ロイシン高配合必須アミノ酸を配合したメニューを食べる社員

■ 食品へのアミノ酸インサイド戦略強化

スムージー豆乳

雑炊

スープ
（和・洋・中）

健康飲料 蒸しパン マシュマロ

即席みそ汁

だしパック

ふりかけジャム

◆ アミノ酸の新たな価値創出
◆ 新たな食品加工技術創出
◆ 販売会社、小売業者へのNew Merchandising

TOPICS

「機能性表示食品」で、生活者に正しい情報を提供する
味の素グループでは、長年にわたるグローバルでのアミノ酸研究に基づく科学的なエビデンスに裏付けされた製品
の機能情報を生活者にわかりやすく、適切な表示で提供しています。

■「グリナ®」
すみやかに深睡眠をもたらし、ぐっすりとした眠り
とさわやかな目覚めをサポートします。

参照
プレスリリース
https://www.ajinomoto.com/jp/
presscenter/press/
detail/2015_08_05_1.html

■「アミノエール®」
“ロイシン40％配合必須アミノ酸”が60代から
の筋肉維持に役立つ筋肉をつくる力と歩く力を
サポートします。

参照
プレスリリース
https://www.ajinomoto.com/jp/
presscenter/press/detail/2016_02_23.html

■「アミノエール®」ゼリー ロイシン40
“ロイシン40％配合必須アミノ酸”が60代か
らの筋肉維持に役立つ筋肉づくりと歩く力をサ
ポートします。

参照
プレスリリース
https://www.ajinomoto.com/jp/presscenter/
press/detail/2017_07_06_03.html

■「毎朝ヒスチジン」
“ヒスチジン”が疲労感を軽減し、頭の冴えや
単純な記憶と判断を必要とする作業の効率向
上をサポートします。

参照
プレスリリース
https://www.ajinomoto.com/jp/presscenter/
press/detail/2017_01_23.html

本社で提供されたメニューの一例
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ベトナム全土で、栄養バランスのよい
学校給食の普及を目指す～ベトナム・学校給食プロジェクト～

栄養や食事マナーに関する
授業の様子。ベトナム味の
素社が作成した食育教材が
活用されている。

日本の衛生管理レベルを基
準に厨房設備の標準化を
推進。配膳・下膳を児童が
行うセルフサービスも導入。

献立ソフトをWebで公開。
栄養バランスのよいメニュー
を作るための様々な機能が
準備されている。

　ベトナムでは農村部を中心に、必要な栄養素が欠乏し、低身

長・低体重の課題を抱える子どもが少なくありません。一方で都

市部では中流層が増加し、肥満・高体重の子どもが増加していま

す。一つの国の子どもたちの間で、栄養不良の二重負荷（Double 

Burden of Malnutrition）が起きています。

　同国では、学校給食が提供できない地域が依然として多くありま

す。また、給食が提供されている都市部の小学校でも、栄養バランス

のとれた給食メニューを作ることが困難です。その背景には、国として

栄養士制度が確立されていないこと、給食調理担当者や教師、親た

ちの栄養に対する知識や認識が十分でないこと、給食に求められる

摂取カロリー、微量栄養素、塩分や糖質の制限、炭水化物・タンパク

質・脂質バランスなどを定めたガイドラインがないこと、給食のための

調理設備が整っていないことなど、多くの課題が存在しています。

　そこでベトナム味の素社は、2012年より「学校給食プロジェクト」

を開始。教育訓練省や保健省などの中央行政、全国63省の地方

行政とともに、ベトナム全土で栄養バランスのよい学校給食が普及

することを目指して活動を続けてきました。

　プロジェクトを通じて、献立のメニューブックや食育教材の開発・

配布、給食のオペレーションや衛生管理レベルを向上させるモデル

キッチンの設置をベトナム各地で推進。並行して、献立メニュー開

発用ソフトウェアの開発も進めました。2016年12月には、教育訓練

省によってこの献立ソフトがWeb上に公開され、全国の小学校から

の使用登録の受付を開始。2016年度末までに、1,022校でソフト

ウェアが導入され、急速に普及が進んでいます。

　現在、ベトナム味の素社では、全国61か所の営業拠点（デポ）の

デポ長や、外食営業担当者が小学校を訪ね、献立ソフトの活用方

法や、味の素グループ製品の給食への導入について説明を行って

います。2019年までに、給食の調理設備を持つ4,061校、約142

万8,000人の子どもたちに、栄養バランスに富んだ学校給食を提

供することを目標に、今後も活動を継続していきます。

食の知見やノウハウを提供し、課題解決に役立てる

プロジェクトの主な内容

❶ 主要都市における学校給食 
メニューの標準化

❷ 調理設備改善のための 
キッチンモデルの確立

❸ 栄養計算ソフトウェアシステム 
の開発と全国への普及
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栄養情報を“正しく”伝えることのできる栄養士の養成と
地位認定の制度創設をサポート～ベトナム栄養関連制度創設プロジェクト（VINEP）～

　2009年に、ベトナム国立栄養研究所（NIN）と味の素（株）

イノベーション研究所がうま味と栄養課題に関する共同研究を

実施したことを発端に、2011年より日越連携プロジェクトが始ま

りました。この活動を通じ、同国初の栄養士養成制度（栄養学

士コースがハノイ医科大に設置）されるとともに、行政に協力し

て栄養関連制度に関する啓発活動を継続的に行い、2015年

にはベトナムで初めて栄養士という職種を法律で定める（ジョブ

コード）ことにも成功しました。2017年8月には同国初の栄養学

士が誕生します。彼らが得た“正しい”栄養知識の普及や栄養課

題の改善を進められるよう、さらに踏み込んだ制度の確立を目指

して、プロジェクトは現在も進行中です。

VOICE プロジェクトに参加して、変わったこと

Trung Trao 小学校の校長

Phan Van Tri さん

VOICE 多角的な取り組みを継続することで、バランスのよい給食の意義が広まっています

ドバックをいただき、私たちの取り組みを高く評価いただいていま

す。また、地元のメディアでもプロジェクトに関する報道が増えてい

ます。今後もベトナムの若者の栄養状態の改善と健康な生活に

貢献するため、プロジェクトを全国に広めていきたいと思います。

ベトナム味の素社
コーポレート本部副本部長　広報部・総務部管掌

Nguyen Van Trung

プロジェクト開始当初から、子どもたちや保護者に栄養バランスが

よく、種類が豊富でおいしい給食の大切さを理解してもらうことに

力を入れてきました。給食前に生徒に対して食物に関する知識や

その恩恵を定期的に教育したり、保護者会でプ

ロジェクトの主旨を説明するなどの取り組みを

積み重ねたりしてきたことが、全国展開につ

ながっていると感じています。今では、小学

校の先生や保護者からたくさんの良いフィー

日本の栄養専門家とハノイ医科大栄
養学士コース学生との対話をハノイで
行いました。（2017年6月）

ハノイ医科大学栄養
士養成課程の1期生
卒業式（2017年8月）

※ 2017年度よりVINEPは（公財）味の素ファンデーションに移管されました。

給食が変わったことで、生徒たちの食習慣も変わったと感じます。

家でも「野菜をもっと食べたい」と言っているようです。献立ソフト

は栄養の知識が少ない私でも使いやすく、性能

が優れていて、新しいメニューの組み合わせも

考えられるおもしろさもあり、高く評価しています。

母親たちからの声
●娘は昔から好き嫌いが多く、野菜と魚が苦手でした。プロジェクトが始

まって、給食のメニューが毎日変わるようになり、何でも食べられるよう
になったのはうれしいですね。娘に頼まれて、給食で出てきたメニューを
私が作ったこともありますよ。

●子どもが幼いころは太っているほうがいい、肉類を多めに食べさせて野
菜はどうでもいいと思っていました。だから好き嫌いも多かった。小学校
の給食を食べるようになって、残さず食べるようになり、健康的な体つき
になった子どもを見て、私の考え方も変わりましたね。

コミュニティ P138-140
世界各地の「食・栄養」分野の課題解決に向けて

参照
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貧困撲滅を目指した栄養不良の解消

　「持続可能な開発目標（SDGs）報告2016」によると、2014年

の時点で発育不全状態にある5歳未満児は1億5,860万人で、全

体の4人に1人に上るといわれます。また、低栄養は特に途上国で

深刻な課題であり、栄養改善は今や国際的な急務となっています。

栄養不足の課題に大きく影響を及ぼすのが、妊娠期から子どもが2

歳の誕生日を迎えるまでの「最初の1,000日」です。この期間の栄

養不足を取り戻すことは難しく、将来の成長不良や知能の低下を

招くとされています。

　味の素グループは、2009年より、政府機関や大学、国際NGO、

企業等の様々なパートナーとともに離乳期の子どもの栄養改善を

目指すプロジェクトをガーナで推進。離乳食の栄養バランスを強化

するアミノ酸入りサプリメント「KOKO Plus」の開発・製造・販売

を実現してきました。販売では、現地の女性起業家が活躍していま

　世界の5歳未満児のうち、約1,600万人が重度の消耗症とされ

ています。急性あるいは重度の栄養不足で死のリスクに直面してい

るこうした子どもたちの多くは、アフリカ・アジアの途上国に暮らして

います。貧困国では病院による治療が困難なため、近年は母乳とあ

わせて栄養治療食（RUTF）を用いたコミュニティでの治療が一般

的になってきています。

　こうした背景を踏まえ、味の素（株）はアイルランドのチャリティー

団体バリッド・ニュートリションと協働し、マラウイでRUTFの開発を

進めています。アフリカの主食は穀類ですが、タンパク栄養が不足

しています。そこで穀類にアミノ酸を添加することで栄養効果の高

いRUTFを開発しました。2015年10月から栄養効果試験を実施し

す。彼女たちが地域の人々と十分にコミュニケーションを行い、栄

養の大切さや「KOKO Plus」が果たせる役割を説明し、理解して

もらうことを最優先に取り組んでいます。また、地域のイベントや集

会、ローカルのラジオや町内放送などの機会を活用して「KOKO 

Plus」とそれがなぜ必要なのかを知ってもらい、継続して使ってもら

うことを目指しています。

　2017年4月、味の素（株）が設立した味の素ファンデーションが

公益財団法人として認定取得しました。ガーナ栄養改善プロジェク

トをはじめとする食を通じた社会貢献活動やソーシャルビジネスは、

今後味の素ファンデーションへ移管し活動を継続します。

 味の素（株）は財団へのサポートを通じて、今後も課題解決に貢

献していきます。

離乳期の栄養改善で、子どもの未来を支える

マラウイで始まった、低栄養の子どものための栄養治療食開発

十分な栄養改善効果が認められました。今後、将来の事業化を視

野に入れ、ASVの実現に向けて活動を推進していきます。

RUTFの試食品と、それを食べる子ども
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Column

ソーシャルビジネスを通じて、
企業が栄養不良の解決に挑む意義

ユヌス博士からのコメント　経済学者であるムハマド・ユヌス博士は、1983年にバングラデシュ

でグラミン銀行を創設。農村部で導入した貧困層向けの無担保少

額融資「マイクロクレジット」が貧困対策の新しい方策として注目され

ました。また、グラミン銀行はソーシャルビジネスを含む多様なビジネス

を展開し、「グラミン・ファミリー」と呼ばれています。こうした功績が認め

られ、博士は2006年にノーベル平和賞を授与されました。

　ユヌス博士は以前から味の素（株）のガーナ栄養改善プロジェクト

に関心を抱いており、来日を機に対談を行うこととなりました。

　当日は、西井CEOからガーナ栄養改善プロジェクトの意義やこれま

での経緯を説明。現地で政府やNGO、国際機関、企業などの多様

なステークホルダーとともにオープンイノベーションのパートナーシップ

を構築することで、より効率的・効果的で持続可能なビジネスモデル

を生み出そうとしていることを伝えました。

　ユヌス博士には「KOKO Plus」の試食もしていただき、プロジェク

トに対する評価や期待についてお話しいただきました。

　貧困は根本的な問題で、目をそらすことは許されません。そこから目

をそらして「自分は知らない、関係ない」と言っていられない、現実にあ

る問題です。貧困に目を向ければ、世界が抱えている問題に気付く

はずです。それは難しい問題ですが、解決不可能なものではありませ

ん。解決に向けたやる気が問われるのです。

　企業がソーシャルビジネスに参加するのには、二つの理由があると

考えています。一つは、企業が自らの役割を見直そうとしていること。も

う一つは、社会から「企業はお金を儲けることばかり考えているのでは

ないか」と厳しい目を向けられているということです。企業は、自身が社

会のためにどう役立つか、何ができるかを自問し始めているのです。

　味の素（株）のガーナ栄養改善プロジェクトは、非常にエキサイティ

ングで有望な取り組みだと感じました。企業が栄養不良という問題に

目を向けることで、課題を解決するためのソーシャルビジネスに結び

付きます。ガーナでの取り組みは既にソーシャルビジネスと呼べるも

ので、最初は事業規模が小さくても、大きく成長する可能性を秘めて

います。味の素（株）は既に世界中でビジネスを展開している企業で

すから、一つの国から事業をスタートして、それが持続可能な規模に

育ったら、他の国でも展開すればよいのです。その取り組みに大きな

コストはかからないでしょうし、投資は必ず回収できると思います。

　世界の他の食品企業でも、貧困層の栄養改善や栄養不足の子

どもたちに対する栄養供給ビジネスに取り組み始める動きが見られ

ます。今後はフードロスもソーシャルビジネスとなり得るでしょう。味の素

（株）のように、食の分野で歴史のある企業が、専門的な知見を活か

して力を発揮することで、他の食品メーカーを触発するに違いないと

考えています。

2017年2月、味の素（株）取締役社長 最高経営責任者（CEO）の西井孝明と、グラミン銀行創設者のムハマド・
ユヌス博士の対談が実現しました。ガーナ栄養改善プロジェクトをテーマに、食品企業が栄養改善に取り組む
意義や、ソーシャルビジネスという手法のあり方について意見を交わしました。

（左）味の素（株） 取締役社長 最高経営責任者
　　西井孝明

（右）味の素（株） 母子栄養改善室 取手恭彦

（左）九州大学大学院 システム情報科学研究院 
　   准教授 アハメッド・アシル氏

（右）ムハマド・ユヌス博士
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「地球との共生」を
取り巻く
世界の課題

地球温暖化

最大+4.8℃※1

21世紀末までの
世界平均地上気温の変化

フードロス

全体の1/3（約13億トン）※3

世界で生産された食料のうち
廃棄される量

食料生産量

+60％※3

2005～2007年と比較した
2050年までに増やすべき食料生産

水資源

+55％※2

2000年と比較した
2050年の世界の水需要

地球との共生
特集2

人間による消費需要が地球の生産能力を超えている状況下で、地

球環境を守りながら経済活動や日常生活を維持していくためには、

「持続可能な生産と消費」の追求が不可欠です。

味の素グループは、サプライチェーンの最源流である調達段階から、

開発・生産活動、物流、生活者とのコミュニケーションに至るすべて

の活動で、ステークホルダーと連携し、価値観と目標を共有しながら

行動します。

■ 味の素グループの使命

関連の深いSDGs項目

※1 IPCC (2013)　※2 OECD (2012)　※3 FAO (2012)
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75% 24% 1%

56% 27%17%

原料

CO2排出割合

水使用割合

使用生産 製品輸送 廃棄

■ ライフサイクル視点で見た味の素グループの環境負荷

味の素グループ 環境長期ビジョン

味の素グループは、国際的な目標に先行する取り組みを通じて、モノづくりから消費の場面に至るまで、社会・お客様とともに
地球環境への貢献を実現します。

味の素グループ 環境方針 （2017年4月改定）

私たちは、製品ライフサイクル全体から排出される温室効果ガスを地球が吸収可能な範囲に抑え、低炭素社会へ貢献します。

私たちは、次世代のための食資源の確保と生態系・生物多様性を含む自然環境の保全、水資源の保全に貢献します。

私たちは、製品ライフサイクル全体から排出される廃棄物の3R（リデュース、リユース、リサイクル）を適切に行い、 

資源を活かしきる取り組みを進めます。

私たちは、関係法令等を順守します。

私たちは、環境マネジメントシステムの考え方を基本として、環境トラブルの防止を図るとともに、環境改善の取り組みを進めます。

1

2
3

4

5

私たちは、社会とお客様とともに地球との共生に貢献し、持続可能な『循環型社会』を実現します。

CO2排出割合は、Webサイト掲載の環境データのマテリアルバランスのCO2排出量をもとにしています。
水使用割合は、［主要な原料］と［生産での使用量］と［輸送・保管のシナリオ］をもとに、Trucost社にて算定した結果です。

持続的に水を
利用し続けられる環境を

創出します

次世代のための食資源の確保と
生態系・生物多様性を含む
自然環境の保全に貢献し
持続可能な調達を実現します

製品ライフサイクル全体で
カーボンニュートラルにします

2050年までに
製品ライフサイクルで
フードロスを半減します

廃棄物のゼロエミッションを
達成します

味の素グループ サステナビリティデータブック 2017 特集2  地球との共生 2626

https://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/env/index.html


味の素グループ 環境長期ビジョン・環境目標の詳細

味の素グループの環境長期目標は、生産系（工場）中心の取り組みに、事業活動における「フードロス削減」と
「食資源の確保・自然環境の保全」を追加し、製品ライフサイクル全体を対象として展開しています。

製品ライフサイクル全体でカーボンニュートラルにします

2050年までに製品ライフサイクルでフードロスを半減します

温室効果ガスの
生産量比排出原単位
（対2005年度）

フードロス

再生可能エネルギー
利用比率

自然冷媒もしくは
GWP150以下の新冷媒使用

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2

0

2005
基準年

1.13
0.97 0.88

0.57

2013 2016 2030
目標
（年度）

●10年以上にわたり継続している 
環境負荷低減活動のさらなる深化

●自社内のバイオマスボイラー・コジェネの
増強、安定稼働

●グリーンエネルギーの活用推進

主な施策

主な施策

主な施策

●原料をムダなく活かしきるモノづくり

●製品の賞味期限の延長、年月表示化、 
納品ルール変更での物流・返品削減

●製品でお客様の使用時のロス削減

●生活者においしく残さず食べ切る 
「食エコ」を提案

●フロン削減の方針策定

    ・ 味の素冷凍食品（株）、クノール食品（株） 
　の脱フロン推進 
・ インドネシアでのHFO冷凍機導入

0

20

40

60

2010 2013 2016 2030
目標
（年度）

50%

20%
10%9%

0

10

20

30 26

14
11

4

2001 2014 2016 2019
目標
（年度）

2020年 100％切り替え
2030年にHFCs保有量減少

2025年
原料受け入れから
お客様納品まで

2050年
製品ライフサイクル全体
（原料～使用・廃棄）50％削減

50％

100％

50％削減

■ 再生可能エネルギー利用比率

■ CO2排出量原単位

■ フロン式フリーザー保有台数 （味の素冷凍食品（株））

ベトナム味の素社 ビエンホア工場
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次世代のための食資源の確保と生態系・生物多様性を含む
自然環境の保全に貢献し持続可能な調達を実現します

持続的に水を利用し続けられる環境を創出します

廃棄物のゼロエミッションを達成します

創出される経済効果

持続可能な調達
（2020年度）

工場の生産量比水使用量
（対2005年度）

資源化率

●原料・エネルギー削減技術

●発酵原料自製化

●バイオマス活用

●トレーサビリティの確立

●認証品、それに準じた原材料の購入

●サプライチェーン関係者との連携を通じた
持続可能な調達に関する基準や仕組み
づくり

●10年以上にわたり継続している 
環境負荷低減活動のさらなる深化

●排水水質基準（BOD、TN）設定 
（公共水域に直接放流）

主な施策

主な施策

主な施策

●10年以上にわたり継続している 
環境負荷低減活動のさらなる深化

主な施策

（年度）
0

10
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30

40
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2011-2013 2014-2016 2017-2019
目標

0

50

100

150

2005
基準年

123

36 28 25

2013 2016 2030
目標
（年度）

0

25

50

75

100

2005

86.0 99.2 99.3 99.0+

2013 2016 2030
目標
（年度）

100％

60億円

80％削減

99％以上
 維持

紙パーム油

■ 技術導入数

■ 水使用量原単位

■ 資源化率
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サーキュラー・エコノミー

　現在、欧州を中心に「サーキュラー・エコノミー」という新しい提案が広がりつつあ

ります。これは、環境保全のみならず、経済的な成長の戦略として、ムダや廃棄物

の削減、リサイクル、シェアリング等の活動を捉える考え方です。

　私たちはこれまでも、バイオサイクルをはじめ食資源やエネルギーをムダなく活かし

きる様 な々取り組みを進めてきました。取り組みを通じて味の素グループが成長する

とともに、私たちの活動に必要な原料を生産している地域の農業や経済活動を豊

かにする役割も担ってきたと自負しています。

　一方、製品・サービスを届ける先である生活の場面では、まだまだできることがある

と自覚しています。法制度や体制などの制約もあり、完全なリサイクルを形作ること

は難しいですが、生活者の皆様とも連携を図りながら社会全体での「循環」を築け

るよう、味の素グループがハブの機能を果たしていければと考えています。

味の素グループは創業以来、地域で入手しやすい農作物を原料としてア

ミノ酸を生産してきました。発酵法の過程では、アミノ酸を取り出した後に

残る栄養豊富な副生物（コプロ）を地域の肥料や飼料としてほぼ100％活

用しています。こうした資源循環型アミノ酸発酵生産方式を「バイオサイク

ル」と呼んでおり、食資源の安定的な確保が世界規模での課題となってい

る中、持続可能な農業に貢献できる一つの解決策であると考えています。

サトウキビ畑50万haに必要な化学肥料（窒素分）の70％をカバー

糖蜜（サトウキビの搾り汁）

製糖工場

150万t

光合成によって
大気中のCO2を吸収

化学肥料

2,800万t

粗糖

420万t

サトウキビ

3,800万t

副生物
160万t

有機質肥料
160万t

太陽

R

製品

うま味調味料
「味の素®」

50万t

副生物の資源化

バイオサイクル
地域とともに、いつまでもつくり続けられる仕組み

50万ha

サトウキビ畑

副生物の資源化

収 穫

うま味調味料
「味の素  」

窒素分

化学肥料製造に伴う排出CO2の削減に貢献

この図は味の素グループが1年間に世界各地で生産するうま味調味料｢味の素R｣を50万トンとして、その原料がすべてサトウキビと仮定して表したモデルです。
サトウキビ栽培ならびに製糖産業にかかわる数値は世界の標準的な数値を用い、うま味調味料｢味の素R｣生産に関する数値は味の素グループの実績に基づいています。

※1 だし昆布100gあたりのグルタミン酸平均抽出量
は、100gあたり2,240mgをベースに算出

※2 完熟トマト100gあたり140mgをベースに算出

もしアミノ酸をつくるのに
発酵法を使わなかったら…

「味の素®」の年間製造量を
50万トンとしたとき、

833年分※1

すべてを昆布でつくると、
日本の昆布の年間生産
量の833年分、乾燥重
量で2,500万トンが必要

2億トン※2

すべてをトマトでつくると、
世界の年間平均生産
量の1.6年分、2億トンが
必要

地域の恵みで生産し、地域に実りを還す

アミノ酸発酵生産の重要農作物原料である
サトウキビ

コプロをイネの栽培に活用

食資源

食料

エネルギー

包材

持続可能な農業と
再生可能エネルギー
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アミノ酸製造の副産物廃活性炭の活用 ～土壌再生炭～

　「味の素®」の製造工程では最後に色素や微量な不純物を除去

するために活性炭を使用しています。この廃活性炭は今までは産

業廃棄物として廃棄されていましたが、廃活性炭の新たな機能に

着目し、川崎工場の廃活性炭を「土壌再生炭」として2012年に発

売を開始しました。

　日本では昔から農地の改良のために竹炭が利用されてきました。

農地で同じ作物を何年も栽培し続けると作物の生育が悪くなること

が知られており、この改善に竹炭や活性炭が有効であることが近

年明らかになり世界的に利用されるようになってきています。

2030年度に再生可能エネルギー利用比率50%実現を目指して

　味の素グループは、省エネの推進や海外を中心としたバイオマス

ボイラーおよびバイオマスコジェネレーション（蒸気と電気の併給）

の導入・増設を行い、味の素グループ全体で再生可能エネルギー

比率を2030年度に50％に高めることを目指しています。ブラジル、

タイ、ベトナムにおいてサトウキビの搾りかすやもみ殻などのバイオ

マスの非可食部分や未利用部分を燃料としたエネルギーの利用を

推進しており、当社グループ全体の再生可能エネルギー比率は20％

（2016年度実績）となっています。

　2016年4月に米のもみ殻を燃料としたバイオマスコジェネレー

ションシステムを導入したタイのアユタヤ工場では、もみ殻の調達か

ら、コジェネレーションの運転・保守、燃やした後の灰をコプロとして

有効利用するまで、自前で管理する仕組みを確立しました。この導

入により、年間59,000トンのCO2排出量を削減できました。

　一方、再生可能エネルギーの使用が少なかった日本国内でも、

味の素（株）本社、国内営業拠点などの全使用電力を対象とした

「グリーン電力証書」の購入に関する契約を日本自然エネルギー

（株）と締結しました。沖縄のサトウキビの搾りかすを利用したバイ

オマス発電由来の再生可能エネルギーを使用したとみなされる「グ

リーン電力証書」の購入により、当社グループの対象拠点で使用

する電力は2017年度よりすべてグリーン電力となりました。

タイ味の素社アユタヤ工場

塩類集積のため、
生育不良のところがあった

元肥施用時に、
「土壌再生炭」を撒いた

生育するようになった

日本自然エネルギー（株）と「グリーン電力証書」の購入に関する契約を締結

本社、 研修センター、国内の営業拠点
5支社、北海道味の素社、沖縄味の素社
年間全使用電力（410万kWh）

CO2排出量で年間2,400トン相当

　日本では「アミノ酸入り活性炭」として広く利用されるようになりま

したが、「水分が多くベタついて撒き難い」、「アンモニア臭がする」

などの課題も明らかになりました。また川崎工場での「味の素®」製

造も2015年に終了したため、「土壌再生炭」の製造工場をベトナ

ム味の素社に移転するとともに、お客様の要望に応えるアンモニ

ア臭がなく撒きやすい粒状の「粒状土壌再生炭」の販売を2017

年3月より開始しました。

　「粒状土壌再生炭」のお客様の評価も上々で今後栽培事例を

積んで最適な使用方法を探求し、全世界の「味の素®」製造工場

に展開していく計画です。
小松菜の生育不良の土壌再生炭による改善例
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原料・エネルギー削減技術 バイオマス活用

　アミノ酸の発酵生産に用いる農作物は、貴重な食資源であると

ともに、バイオ燃料や工業用素材としても需要が高まっています。ア

ミノ酸の世界的メーカーとして環境負荷の低い生産法の開発に取

り組み続けることは味の素グループの社会的責務です。

　味の素グループでは、長年にわたり、独自の先端バイオ技術を活

用して少ない原料で効率よく発酵製造する技術や低資源利用発

酵技術の開発を精力的に進めてきました。

　低資源利用発酵技術には、発酵の生産効率を上げる「原料・エ

ネルギーを削減する技術」と、エネルギー源として地域の未利用資

源だったもみ殻やウッドチップなどを使用する「バイオマスの活用」

があります。こうした取り組みは、食資源の確保および、原料や生産

時に使用する水、CO2の抑制につながります。また、将来的には食

資源などと競合しない、バガスやとうもろこしの葉茎といった非可食

バイオマスなどの原料を利用する技術などの活用を目指しています。

　主要なアミノ酸を生産している「低資源利用発酵技術」導入対

象工場の約8割が、「原料・エネルギー削減技術」を2016年度ま

でに導入しました。2025年度までには対象となる全工場への技術

導入完了と、さらなる新技術開発と導入を継続していきます。さらに

2025年までに、一部工場で副原料のアンモニアを自工場で製造

する技術を導入します。

　また、「バイオマスの活用」は、2016年度に約6割となりました。

今後も2025年度に向けてコジェネレーション化※1や導入工場の拡

大を図っていきます。　

※1 電気と蒸気を同時に発生させる熱電併給システム

　飼料用アミノ酸の製造を行う味の素アニマル・ニュートリション・

グループでは、低資源利用発酵技術を中心とする最新の生産技

術の既存工場への導入を進めてきました。その低資源利用発酵技

術をさらに発展させ、より少ない原燃料で環境負荷軽減を可能とさ

せる新技術を用いた飼料用トリプトファンの生産を、2017年6月か

ら米国で開始します。北米地域では初となる飼料用トリプトファンの

域内生産により、今まで以上に安定した供給体制を実現し、北米

畜産業界の成長へ貢献していきます。

　今後も最先端のアミノ酸発酵技術開発と地域に密着した販売

活動を継続し、飼料用アミノ酸のリーディングカンパニーとして、お

客様にとって価値ある製品とサービスを提供し続けます。

■ 「低資源利用発酵技術」とは

■ 「低資源利用発酵技術」のロードマップ ■ 「低資源利用発酵技術」を活用した 
飼料用トリプトファンの生産

現在

一部導入

目指す姿

糖

糖

糖

従来の発酵菌

バージョンアップ発酵菌

非可食バイオマス
バガス（サトウキビの搾りかす）

バイオマス糖化技術

　これらの技術のさらなる高度化に向け、味の素グループのみなら

ず、最先端の技術を持つ国内外のベンチャー企業や大学、研究機

関等との連携により、研究開発を加速させています。

味の素ハートランド社 エディビル工場

■ 低資源利用発酵技術の工場導入率

資源を余すことなく活かしきる「低資源利用発酵技術」
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アミノ酸発酵の副原料アンモニアの
オンサイト生産を目指して

　アンモニアは地球上のすべての生命に不可欠な窒素の供給源

となる重要な化合物で、世界総生産量は年間1億6千万トンを超え

ています。そのうち約8割が肥料の原料として、残り約2割は様々な食

品・医薬品の原料や化成品の原料として利用されています。

　従来のアンモニア製法は100年以上前の技術で空気中の窒素

と、天然ガス等から得られる水素を原料に高温かつ高圧の大型プラ

ントでの一極集中・大量生産を行わなければならず、設備投資が高

額になるという課題があります。加えて、アンモニアを生産拠点から世

界各地に点在する需要地に輸送するためには、専用の運搬装置と

保管設備が必要であることから物流コストが非常に大きいことが課

題となっています。

　2017年4月に、味の素（株）はUMI、東工大教授らと出資し、新

会社、つばめBHB株式会社（以下、つばめBHB）を設立しました。

今後、つばめBHBと協力して味の素（株）の国内外発酵素材工場

に本技術を導入し、2021年頃を目途に世界初のオンサイトアンモ

ニア生産の実用化を図ります。それにより、アンモニア生産および

輸送におけるエネルギー消費や環境負荷を抑えることで地球との

共生を目指します。また、この新しい技術を発酵素材のコスト競争力

を高めるドライバーとするほか、将来的には、農業肥料等への適用

拡大を図り、より環境に配慮した生産システムの実現を通じて社会

への貢献を目指します。

アンモニア生産 アンモニア輸送 アンモニア保管

× ×

従来の
プロセス

新しい
プロセス

需要地ごとに
小型プラントによる

分散生産

大型プラントで
大量集中生産

液化ガスとしての
輸送が必要 保管コストが発生

左から、科学技術振興機構 理事 後藤吉正氏、つばめBHB（株）代表取締役 中谷秀雄
氏、ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター（株）代表取締役 月丘誠一氏、東京工業
大学元素戦略研究センター長 細野秀雄氏、味の素（株）取締役社長 西井孝明、東京工
業大学学長 三島良直氏

つばめBHB株式会社

味の素（株）とユニバーサル マテリアルズ インキュベーター

（株）（UMI）が管理運営するUMI1号投資事業有限責任

組合、東京工業大学の元素戦略研究センター長 細野 秀

雄教授らと共同で出資した新会社

発酵菌

発酵液
（糖源）

発酵菌と副原料（窒素分）
等を加える

新しい触媒を使用

味の素工場

窒素分（アンモニア）

水+窒素= アンモニア
を生成

　低温・低圧・ 
低エネルギー

アンモニアのオンサイト生産
による発酵製造システム

　この課題を解決するため、東京工業大学の元素戦略研究セン

ター長 細野秀雄教授らとの研究開発において、低温・低圧条件

下で高効率のアンモニア合成の可能な触媒を発見・発明しまし

た。従来難しいとされた小型のプラントでの生産が可能となり、必

要量のアンモニアを必要とされる場所で生産する「アンモニアオン

サイト生産」モデルの実現が期待されています。

　味の素（株）は、 多種のアミノ酸等の発酵生産において多くの

アンモニアを原料として利用しています。従前より細野教授らの発

明・発見を高く評価し、本技術の実用化に関する共同開発を実施

してきました。

プレスリリース
https://www.ajinomoto.com/jp/presscenter/press/
detail/2017_04_27_02.html

参照

味の素グループ サステナビリティデータブック 2017 特集2  地球との共生 3232

https://www.ajinomoto.com/jp/presscenter/press/detail/2017_04_27_02.html


「リジン」 「スレオニン」 「トリプトファン」 「バリン」 「AjiProR-L」

　世界人口の増加と、途上国の経済成長を背景に、食肉需要は

今後ますます増大すると考えられています。食肉用の家畜には、飼

料として小麦やトウモロコシなどの農作物が使われますが、これらは

同時に人間の食料にも用いられる作物です。

　動物の体は20種類のアミノ酸で構成されており、そのうち数種の

アミノ酸は必要な量が体内で合成できません。家畜の成育では、こ

うしたアミノ酸を補うためにトウモロコシや小麦、大豆ミールなどを配

合した一般的な飼料を用いますが、それだけではリジンやスレオニン、

トリプトファンが不足しがちになります。アミノ酸のバランスが悪いと、

飼料中のアミノ酸が家畜の体内で有効に利用されず、一部のアミ

ノ酸は窒素化合物として排泄されます。糞尿として排泄された窒素

化合物は、土壌や大気中で酸化・還元され、高い温室効果を持つ

N2O（亜酸化窒素）として大気中に排出されるため、地球温暖化に

も大きな影響を与えます。また、農作物や家畜を育てるためには膨

大な水が必要とされます。このように、畜産の効率は様々な環境負

荷と密接にかかわっているのです。

　味の素グループでは、飼料用のアミノ酸を開発・販売することで、

飼料のアミノ酸バランスを改善し、家畜の成長を促進しながら、家

畜由来の地球環境負荷の低減を目指しています。飼料用アミノ酸

を活用すれば、飼料に用いる農作物を削減でき、窒素排出量を削

減することが可能となるのです。

　飼料用アミノ酸の環境貢献効果については、ライフサイクルアセ

スメント（LCA）の手法を用いて、様々な「視える化」を行っています。

畜産農家の方々に温室効果ガス削減のメリットをお伝えするととも

に、業界団体や行政などとも連携し、飼料用アミノ酸の積極的な利

用を進めていきます。

環境 P103
外部との連携で「飼料用アミノ酸」を広げる

参照

畜産の栄養課題・環境課題に応える
飼料用アミノ酸
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カリフォルニア大学デービス校（UC Davis）の畜産学部は、世界でも指折りの研究機関です。味の素ハートランド社は同学部の研究を支援する

ため、奨学寄付のほか、乳牛用リジン製剤「AjiPro®-L」をはじめとしたアミノ酸の提供を行っています。

研究の意義や今後の展望について、同学部のDr. Kebreabにお話しいただきました。

畜産農家とともに、
家畜由来の環境負荷低減を研究する

　今日、酪農由来の環境負荷は社会的に大きな懸念となっていま

す。特にカリフォルニア州では、農業における窒素排出に対しての規

制が年々強化されています。規制当局は近年、「2020年までに酪農

由来の温室効果ガスを15パーセント削減すること」を求めてきていま

すから、定量化は重要なテーマです。このため酪農家たちは、自ら会

費を集め、California Dairy Research Foundationという研究

基金を組織し、私たちに助成金を出して研究を支援していただけるよ

うになりました。酪農家たちは地球持続性に対して高い関心を持って

おり、ライフサイクルにおける排出削減のために自分たちが何をすれ

ばよいのかを明らかにすべく、私たちの研究に大きな期待を寄せてい

るのです。

　牛をはじめとする反芻動物のアミノ酸利用効率を算定するために

は、消化や代謝だけでなく、ルーメン（第一胃）の常在菌によるアミノ

酸の利用なども加味しなければなりません。このため、飼料中のタンパ

ク質がどのくらい排泄されるか、飼料のアミノ酸バランスを取ったとき

にタンパク質の利用効率がどのくらい変化するかといったモデルを検

討し、実際の乳牛に適用できるよう、検証を進めているところです。

カリフォルニアで蓄積した成果を、世界へ広める

地域の畜産農家の思いに応える、大学での研究

　私たちの研究室の専門テーマは、「農業におけるカーボンフットプ

リント」と、「畜産動物の栄養素の要求量・利用量」を明らかにするこ

とです。UC Davisには世界有数の最新鋭の実証実験設備が調っ

ていますから、私たちの研究成果が世界をリードし、より環境負荷の

低い酪農を実現するための推進力になると考えています。

　味の素グループの乳牛用リジン製剤「AjiPro®-L」は、牛の第一

胃では分解されず、小腸で消化・吸収されるという特徴があります。

この製品を使うことで、実際に乳牛の体内でアミノ酸がどのくらい有

効に使われているのか、正確に測定・算出することができるようにな

りました。

　さらに、今後のモデルの精緻化にも「AjiPro®-L」は役立つでしょ

う。現在、乳牛の飼料のうち17～18％を粗タンパク（農作物から得

られるタンパク質）が占めていることがわかっています。これを減らし

ていったときに、リジンやメチオニンなどのアミノ酸以外に不足しがち

なアミノ酸はあるのか、不足しがちなアミノ酸を補うことで乳生産量

を維持したまま粗タンパクをさらに減らすことができるのか、といった

疑問を明らかにするために、研究を進めていきます。現在までに、アミ

ノ酸のバランスを整えたときにどの程度飼料中のタンパク質を減ら

せ、その結果として窒素排泄がどのぐらい減るかということを推定で

きる数学的モデルは確立できています。次の段階では、このモデル

で推定される窒素排泄減少効果が実際に牛を使った実験で再現

できるかということを検証していきます。この検証には信頼できる乳

牛用アミノ酸製品が不可欠であり、味の素ハートランド社が共同で

取り組んでくれていることは非常に大きなアドバンテージだと考えて

います。

　カリフォルニアから始まったこの研究が、ゆくゆくは国全体、そして

世界にも広く影響を与え、今まで以上に環境負荷の低い酪農を実

現できるようになると考えています。

Professor, Sesnon Endowed Chair, Deputy Director – Agricultural 
Sustainability Institute

Dept. of Animal Science, University of California, Davis

Ermias Kebreab, Ph.D.

味の素ハートランド社
Animal Nutrition Innovation Center of Chicago
Senior Director（当時）

新里 出（右）
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持続可能な食品物流の構築

SBM会議 F-LINEプロジェクト

F-LINE株式会社

キッコーマン食品（株）、キユーピー（株）
+F-LINEプロジェクト参加企業6社

味の素（株）、カゴメ（株）、日清オイリオ
グループ（株）、日清フーズ（株）、ハウス食品
グループ本社（株）、（株）Mizkan

味の素（株）、カゴメ（株）、
日清フーズ（株）、
ハウス食品グループ本社（株）　
各社25%出資

手待ち時間、納品方法など
共通課題解決へ協議

行政、業界団体、外部団体と連携した「定義の明確化」「ルール化」「標準化」

製配販の仕組みの整流化
・ 共同配送6社納品伝票統一化
・ 納品時手待ち時間改善取り組み
・ 定曜日配送、パレット、ハイ単位出荷による効率化テスト開始

幹線輸送取り組み開始
・ 鉄道ラウンド輸送の開始
・ 混載輸送の開始

北海道共同配送開始
・ 在庫拠点を4箇所から2箇所へ
・ 環境負荷を低減、
 車両確保を安定化

・持続可能な物流体制構築に貢献する。
・豊かな国民生活に貢献する。

F-LINE® 製配販活動幹線輸送

共同配送

6社によるF-LINEプロジェクトの課題解決サイクル

【F-LINE®  基本理念】
「競争は商品で、物流は共同で」により、より効率的で
安定した物流力の確保と食品業界全体の物流インフラの

社会的・経済的合理性を追求する。

　持続的な食品物流構築のため、製配販に関わる物流課題を解

決すべくF-LINEプロジェクト6社にキッコーマン食品（株）、キユー

ピー（株）を加えた８社で「食品物流未来推進会議（SBM会議）」を

設立しました。今後、行政・業界団体と連携し解決へ向けた活動を

推進していきます。

　日本の食品物流を取り巻く環境は、トラックドライバー不足、物

流コストの上昇、CO2削減をはじめとする環境保全への対応等、多

くの課題を抱えています。味の素（株）は、2015年2月に国内食品

メーカー6社で“食品企業物流プラットフォーム（F-LINE®）※１”の

構築に合意。参加メーカーによる協議体（F-LINEプロジェクト）で

物流戦略を策定し、これまでに関東・関西間の中距離幹線輸送再

構築（2016年3月）や北海道エリアの共同配送（2016年4月）の取

り組みを進めてきました。

　さらなる協働の取り組みの推進に向けて、物流企画立案機能

の統合や、トラックドライバーや物流センターなどの物流資産の

共有による一層の物流体制の効率化を目指し、味の素（株）、カ

ゴメ（株）、日清フーズ（株）、ハウス食品グループ本社（株）の4社

は、2017年3月に合弁会社F-LINE（株）を、2017年4月に九州

F-LINE（株）を発足しました。北海道エリアに続き、2018年の九州

エリアでの共同物流体制の構築を目指し、さらに、2019年の物流

子会社の統合も視野にいれた全国展開の検討をはじめます。

■ 「競争は商品で、物流は共同で」 
を実現する協議体

■ 物流の課題を共有し 
標準化を進めるための連携

社会全体での
環境負荷削減に貢献する

業界全体で目指す「持続可能な物流体制」

平成28年度 グリーン物流パートナーシップ
優良事業者表彰

「国土交通大臣表彰」

この活動で
 受賞！

15%減 18%減 80%

※1 Food Logistics Intelligent Network

■ 主な成果
F-LINEプロジェクト6社北海道共同配送 味の素（株）モーダルシフト率

CO2排出量 配車台数/日 500km以上の
中距離輸送
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　世界的な課題の「フードロス」、世界では年間約13億トンと推計

されています。日本では約621万トンと推計されており、この量は世

界全体の食料援助量（約320万トン）の約2倍に相当します。「フー

ドロス」削減は、地球温暖化などの環境問題や、将来にわたる食

料のひっ迫など世界全体が対応すべき喫緊の課題であり、日本で

も官民一体となり総合的に取り組む必要があります。

　味の素（株）は2011年から経済産業省の「製・配・販連携協議

会」、2012年からは農林水産省の「食品ロス削減のための商慣習

検討ワーキングチーム」に加わり、「賞味期限の年月表示化」「賞

味期間の延長」「納品期限の最適化」を検討してきました。味の素

（株）は、食品メーカーを代表する企業として率先して、2017年2月

から、賞味期間が1年以上の製品で、賞味期間を延長した上で年

月表示に変更する取り組みを開始しました。

　この「賞味期限の年月表示化」を実行するためには、メーカーは

「賞味期限延長」「印字機等の生産工程の見直し」「生産から出荷

までの情報システムの見直し」「流通での製品情報の再登録」など

が必要で、その準備をしています。2019年度末を目途に、家庭用製

品を対象に順次切り替える予定です。社会全体でフードロスを削減

するために、味の素グループは社会と協働して取り組んでいきます。

　味の素（株）の酵素技術により、炊きたての食感を長時間保持で

きる「お米ふっくら調理料」や、独自の配合技術により、唐揚げに代

表される厚切り肉メニューで、歩留りが約10％アップする「唐揚げ・

お肉ジューシー調理料」等外食・中食産業のお客様向けの製品を

通じてフードロスに貢献しています。

　日本の家庭から出るフードロスは約300万トンと全体の約半分を

占めます。そこで、味の素（株）では、普段の料理や食事を通じて実

践できる環境活動を、食卓からのエコライフ＝「食エコ」として、生活

者に提案しています。食材をムダなく、おいしく食べ切る「エコうまレ

シピ®」（=エコでうまい（美味い・上手い）レシピやアイデア）を広げる

活動や、エコな製品を選んでもらうために独自の環境ラベル「味なエ

コ」マークの製品への表示に取り組んでいます。

　また、2010年度から子どもたちの食エコ活動を応援する味の素

「食エコKIDs」賞※2の表彰や、2016年度から花王（株）、川崎市

と連携して夏休みに実施している体験型環境イベントなどを通じて、

社会全体でエコライフを推進していきます。

■ 2019年度末を目途に 
「賞味期限の年月表示化」を実現

「賞味期限の年月表示化」による
サプライチェーン全体でのメリット

・ 管理対象ロット数の減少
・ 保管スペースの極少化
・ 倉庫や店舗でのオペレーションの簡素化

■ 独自技術を活かし、 
製品を通じたフードロスへの貢献

■ 生活者とともに進めるエコライフ

社会全体で減らす「フードロス」

※2 （一財）グリーンクロスジャパンが実施する「みどりの小道」環境日記に応募された作品の中から環
境に配慮した「食」に関する楽しく、すぐれた活動を味の素「食エコKIDs」賞として表彰しています。

第11回キッズデザイン賞

「子どもたちの創造性と
未来を拓くデザイン部門」

この活動で
 受賞！

味の素「食エコKIDs」賞の授賞式の風景 「エコうま®」クッキングに挑戦する子どもたち

サステナビリティデータブック2016 特集2 P10

参照

（主催：特定非営利活動法人 キッズデザイン協議会）

消費者課題 P133-136
食卓から始めるサステナブルなライフスタイル提案

参照

消費者課題 P127
賞味期限の年月表示化への取り組み

参照
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　味の素グループは、「味の素グループ 紙の環境配慮調達ガイド

ライン」に基づき、国内外の味の素グループで使用する事務用紙、

容器・包装用紙などについて各国・地域の状況に即して取り組みを

進めています。「ガイドライン」では、“FSC®認証紙および古紙利用

100%の再生紙を優先調達する（方針１）”ことを定めています。

　国内味の素グループでは、事務用紙については既にほぼ方針1

適合を達成し維持していますが、2015年度から容器包装用紙へ

のFSC®認証紙の採用を強化してきました。2016年歳暮期よりギ

フト製品の化粧箱に導入を開始したのに続き、2017年秋季には、 

「ほんだし®」「Cook Do®きょうの大皿」といった家庭用主力製品

の個装にFSC®認証紙を採用して「FSC®認証マーク」を表示しま

す。持続可能な紙についての社会や消費者の皆様への普及・啓

発においてポテンシャルを有する主力製品の役割は大きいものと

認識しています。

　森林破壊は生態系の破壊や生物多様性の喪失をもたらし、地球温暖化や人権などの社会問題にもつながります。

 味の素グループは、原産地の森林破壊ゼロを支持し、グローバルグループ範囲で持続可能な紙・パーム油の調達利用に取り組んでいます。

■ FSC®認証紙の利用推進

原料などの調達活動が自然資本である生物資源やそれを育む生態系、地域社会に及ぼす環境・社会的影響は大きいもの
があります。持続可能な原料調達を確かなものにしていくためには、自社が調達使用する原材料が環境・社会面で問題がな
いことを担保することがまず必要ですが、それに加え、持続可能な原材料が社会全体で当たり前に安定的に調達使用できる
ようにすることが重要です。味の素グループは、持続可能な生産、サプライ／バリューチェーンの社会システムづくりに積極的
にかかわり、多様な関係者との連携・協働の取り組みをリードしています。

“森林破壊ゼロ”に向けた取り組み

　味の素株式会社は、持続可能な紙利用を推進する企業とWWF

ジャパンが設立した「持続可能な紙利用のためのコンソーシアム

（CSPU）」の設立メンバーの1社です。コンソーシアムでシンポジ

ウムやステークホルダーとのダイアログを開催するとともに、CSPU

参加メンバー各社によるFSC®認証紙への取り組みが展開されて

います。それぞれの立場役割や影響力を活かした連携協働は、持

続可能な紙が合理的に調達利用できる社会に向けて大きな役割

を果たしていると考えます。

CSPUの関係者とともに

「FSC®認証マーク」を表示した家庭用主力製品

WWF「持続可能な紙利用のためのコンソーシアム」
ファクトシート
http://www.wwf.or.jp/corp/
upfiles/20131119pcm_br.pdf

Web

公正な事業慣行 P61
持続可能な紙利用推進への取り組み

参照

社会と協働し、
持続可能な調達を実現する
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　紙・パルプと並んで、パーム油の調達は森林破壊ゼロに向けた

取り組みの重要な領域です。味の素グループはグローバル範囲で

「持続可能なパーム油のための円卓会議（RSPO）」に加盟※1し、

持続可能なパーム油の調達使用ならびにサプライチェーンの構築、

社会啓発に取り組んでいます。使用するパーム油関連原料を持続

可能なパーム油に切り替えるグループ共通目標の下、持続可能な

パーム油の調達可能性の状況が各国・地域ならびに使用する原

料により大きく異なることに即し、2020年度までに100％持続可能

な調達を目指す目標を掲げ、RSPO認証油の導入などの取り組み

を推進しています。

　日本においては、持続可能なパーム油の利用の重要性につい

ての社会、産業界の認識はいまだ低く、広く普及する状況とはなっ

ていません。そこで、味の素グループは、持続可能なパーム油の導

入に積極的に取り組む企業有志とNGOとの連携協働に参画し、

　味の素（株）は国立研究開発法人 水産研究・教育機構 国際水

産資源研究所（略称：国際水研）をパートナーとして、他に例をみな

い共同資源調査の取り組み※2を2009年から継続しています。

　2012年から2016年に継続実施した日本の最西端与那国島沖

での記録型電子標識を用いた大規模標識放流調査は、南西諸島

海域全域にわたるカツオ回遊行動について多くの新知見をもたらし

ました。この結果、日本近海におけるカツオ回遊経路が推定された

という大きな成果につながりました。さらに亜熱帯海域から日本近

海に至るカツオの行動生態を明らかにするためには、日本の領海を

越え黒潮源流域の上流である台湾海域へ調査を展開しなければな

りません。

　そこで、2016年より開始された台湾水産庁など台湾関係者との

標識放流魚の再捕・報告についての連携※3を発展させ、2017年よ

り、日台のチーム協働による台東縣成功鎮沖からの標識放流調査

が始まっています。カツオ生態調査の長年の取り組み継続が築き

上げた実績と信頼が国際協働を支えています。

■ 持続可能なパーム油調達の課題に挑む

■ 台湾～南西諸島海域へ調査範囲が拡大

※1　2017年3月、RSPOはGroup Membership制度を導入し、企業グループに対し、パーム油に
かかわる傘下のすべての子会社等を親会社のmembershipに含めて登録することを義務づ
けました。これには、持続可能なパーム油への取り組みが世界共通の課題である中、企業グ
ループにおいて一部の事業活動範囲に限定した取り組みとなるおそれに対処するという目的
があります。味の素グループは、グループ全体でASVの取り組みを進めている中、この制度の
趣旨に即して対応しました

※2　水産に関する国の研究機関と漁業や水産業と直接関わりのない民間企業が、水産資
源の持続性という長期の公益目的のために基盤的科学研究を共同で実施すること。 
これまでの調査の成果は「サステナビリティデータブック 2016」を参照

※3　日本で放流された標識魚が台湾において再捕された場合に、確実に日本側に報告が行われ
る体制を台湾に構築し運用する

公正な事業慣行P●●参照水産資源の持続可能性を高めるカツオ生態調査
　世界の人々の水産資源として、そして日本の食文化において重要な素材であり、「ほんだし®」の原料であるカツオ。主漁場である中西部太

平洋海域でのカツオ漁業の国際的資源管理ルールの構築はいまだ不十分な状態が続く中、日本近海のカツオ漁業の持続可能性への懸念

が大きくなっています。国際・国内の両場面で、持続可能なカツオ漁業と資源利用の仕組みの構築に向けた多様な関係者の連携・協働がま

すます重要です。味の素（株）が2009年から開始した「太平洋沿岸カツオ標識放流共同調査」は、そのベストプラクティスとして大きく展開して

います。

進捗確認はwww.rspo.orgへ

（上）台湾の海洋生物研究所と味の素（株）との協働・連携の旗
（下）台湾OFDCの関係者とともに

個社だけでは不可能な業界横断、社会全体の仕組みづくりにリー

ダーシップを発揮しています。

公正な事業慣行 P62
持続可能なパーム油への取り組み

参照
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　2015年からは、ピンガー（超音波標識）を用いる最新のバイオテレ

メトリー技術※1を東京海洋大学海洋環境学部門の協力を得て導入

しています。この技術により、標識魚を再捕しなくても遊泳深度などの

詳細行動データを把握できるので、データ取得の効率性が高まります。

2016年には、漁船搭載型受信機システムを開発し、外洋環境で稼働

させました。漁船に搭載された受信機からの情報は、携帯電話回線を

利用したデータ通信で即時送信されるので、研究者は外洋に出向くこ

となしに標識魚の詳細な行動生態をリアルタイムで知ることができます。

現在、与那国町漁業協同組合の協力により与那国島沖海域に構築

された受信機ネットワーク※2を用いて、世界最先端の常時観測体制を

運用しています。さらに、台湾沖・南西諸島海域から高知沖に至る黒潮

流域沿いに広域ネットワークを構築することを目指し、各地域の漁業者

や行政・研究機関など多くの関係者との協議を継続しています。

　ピンガー受信機ネットワークは、地域の資源保全管理、効率的な操

業のための強力な漁業共通インフラになり得ます。しかし、こうしたネット

■ 最新技術によるカツオ近海生態調査

※1  生物の行動を遠隔で観測する手法
※2　固定浮き漁礁5カ所、受信機搭載

漁船5隻

ワークインフラ構築には、様々な利害関係がある関係者の連携・協働

が必要です。

　一方、先端技術もこのような実証の場が与えられてこそ応用開発が

進展します。そこで、2017年からは、東京海洋大学が参画するCREST

の研究チームが調査に参加しています。

　このように、「太平洋沿岸カツオ標識放流共同調査」は、様々な関

係者間の連携・協働構築や先端技術を公共の実益につなげることの

プラットフォームとなっています。味の素（株）は、水産資源と世界・地域

の漁業の持続性を高める取

り組みにおいて、広く社会に

わたるハブ機能を果たしてい

きます。

ピンガー（超音波標識）と受信機

カツオの標識放流調査の様子 調査に関わる研究者、漁業者、味の素（株）のメンバー

■ 持続可能なカツオへの連携・協働

“オー
ルジャパン”連携

カツオ近海生態調査カツオ国際資源調査

味の素（株）

国立研究開発法人
水産研究・教育機構
国際水産資源
研究所

国際連携

台湾共同調査

台湾
水産庁 OFDC※3

※3 OFDC
Overseas Fisheries Development Council

CREST※4

※4 CREST
国立研究開発法人 科学技術振興機構の
戦略的創造研究推進事業において、
北海道大学、東京大学、京都大学、
東京海洋大学が参画して編成された研究チーム

調査プラットフォームの提供
資金・資材の提供

調査・広報活動への社員派遣

調査の設計
調査解析評価

調査・広報活動の実施

カツオ標識放流共同調査

東京海洋大学

環境 P107-108
持続可能なカツオ漁業と資源利用への取り組み

参照
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 Column

社会課題をパートナーシップで解決する味の素グループ

　グローバルトップ10クラスの企業は、世界レベルの

事業規模や財務基盤を持つだけでなく、その企業ならで

はのユニークな価値創造を実践しながら、事業を通じて

社会的な課題を解決し、展開する国や地域でなくてはな

らない存在となっています。

　味の素グループも、世界各国・地域の社会に根差し

て展開している食品事業、アミノサイエンス事業を通じ

て、「21世紀の人類社会の課題」である「地球持続性」、

「食資源」、「健康なこころとからだ」に積極的に貢献し、

社会・経済価値を創造し続けることで持続可能な成長

を実現しようとしています。それが「ASV」の考え方です。

　「ASV」の実践は、必然的に、持続可能な開発目標

（SDGs）の多くの項目にかかわることになります。地球

上のあらゆる生き物のこころとからだの健康に貢献する

水産資源の持続可能性を高める
「太平洋沿岸カツオ標識放流共同調査」

“森林破壊ゼロ”の
サプライチェーンを目指す

「持続可能な紙・パーム油調達」

地域とともに持続可能な農業に貢献する
「バイオサイクル」

食の知見とノウハウの提供で栄養課題解決に貢献する
「ベトナム・学校給食プロジェクト」

持続可能な物流体制を業界全体で目指す
「F-LINEプロジェクト」

他業種、行政と連携した
生活者への「食エコ」提案

ソーシャルビジネスを通じて挑む
「ガーナ栄養改善プロジェクト」

味の素グループの事業活動は、「誰一人取り残さない－

No one will be left behind」共生社会の実現とい

う地球社会全体の目標にそのまま重なるからです。

　しかし、この目標は、時には利害関係が必ずしも一致

しない関係者間での連携・協働も必要とします。一つの

企業グループ単独では解決できない、限られた業種の

中だけでは解決できない課題です。

　味の素グループは、研究、開発、調達、製造、物流・販

売、サービスといった幅広い機能分野で独自の技術、知

見を持つだけでなく、世界各国・地域での事業活動を通

じ、様 な々関係者とのかかわりを持っています。その特徴

を活かして、味の素グループは、社会連携・協働のハブ

となり、積極的に様 な々関係者をつなぐことができると考

えます。

味の素グループ サステナビリティデータブック 2017 特集2  地球との共生 4040



事業展開

味の素グループの
事業展開と人財

従業員

30の
国・地域

生産工場

118工場
全世界で

32,734名
研究開発要員

1,700名

欧州・アフリカ

2,479名

11 アジア

13,571名

41

日本

9,450名

44

米州

7,234名

22

以上

ガバナンス：多様な人財
特集3

　味の素グループが「確かなグローバル・スペシャリティ・カンパニー」

として成長するためには、グローバルトップクラスの多様な人財が、一

人ひとりの持つスキルや能力を発揮して活躍することが不可欠です。

　グループ全体で組織としてのエンゲージメント（働きがい）を向上

させるとともに、キャリア・ダイバーシティを実現させることで、従業員

の働き方を変革し、経営のイノベーションにつなげていきます。

■ 味の素グループの使命

関連の深いSDGs項目

（2017年3月31日現在）

味の素グループ サステナビリティデータブック 2017 特集3  ガバナンス：多様な人財 4141



2020年度統合目標における「Governance（ガバナンス）」の目標

人財
目標値

分厚く多様なグローバル人財層を形成し、 
顧客適合起点でのイノベーションを促進

● 300人の次世代グローバル経営・高度専門 
人財の育成

● 人事諸制度改定等による女性マネージャーの 
内部昇格向上と中途採用

● 専門人財の積極中途採用

2016年度
実績

2016年度
実績

2020年度
目標

2020年度
目標

16％ 43％20％ 50％

■ 女性マネージャー比率 
 （グループ全体）

■ 経営役員の現地化比率

組織

● グローバルコーポレートを企画機能に集約し、 
グループサポート機能を関係会社も含め最適化

● コーポレートガバナンス・コードに適合し、 
ガバナンス基盤を強化・進化

目標値

■ グループ共通費売上高比率（定常時費用ベース）

2016年度実績 2020年度目標

3.2% 2.5%

目標値
従業員一人ひとりの社会との接点を増加し、
さらなる価値創造が可能な環境を整備

働き方 

● グローバル基準の働き方に基づく時短

● 仕事の標準化（事業管理、会議資料等）

● ICTを活用した「どこでもオフィス」

● 育児・介護へのサポート強化

● 従業員の心身の健康増進

※1 自身の会社が社会課題の解決に向けて価値を創造していて、自分自身がその価値創造に貢献できていると
実感している従業員の割合を測定

2020年度目標 80％

■ 働きがいを実感している従業員の割合※1 （グループ全体）

■ 自らのこころとからだが健康だと感じている従業員の割合

■ 年間平均労働時間（日本）

2016年度
実績（味の素（株））

2018年度
目標

1,890時間 1,800時間

2017年より導入する“Ajinomoto Global Engagement Survey”
（全正規従業員対象）を通じた測定結果をもとに、目標と施策内容を定めていく

（2020年度目標を2年前倒し）

2020年度～
グループ全社への拡大

1,800時間

味の素グループ サステナビリティデータブック 2017 特集3  ガバナンス：多様な人財 4242



　味の素グループの事業を支えているのは、グローバルで約

33,000人いる従業員です。その一人ひとりが持てる能力を余すと

ころなく発揮し、いきいきと活躍できる環境を整え、人財育成に力を

入れること。それは「人を求めてやまず、人を活かす」という味の素グ

ループのDNAを体現することであり、グループ・グローバルでの価値

創造の源泉であると考えています。

　今、働く人を取り巻く環境は大きな変化を迎えています。先進国

を中心に人口構造が変化し、少子高齢化が進展するに伴って、企

業が人財を育成し、技能を伝承することの重要性が増しています。

また、多様化する市場の中で企業が成長するために、人財にも多

様性が求められています。特に「食」の事業は、各国・地域で異なる

多様な食文化を理解し、現地に根ざして事業を行います。このため、

グループの目指す方向性を理解しながら、各国・地域の状況に合わ

せてビジネスを展開していくことのできる人財を育成していくことが

重要です。さらに今後は、AI（人工知能）やロボットなどが労働市場

に参入してくることによって「人間がどんな働き方をするか」という根

本的な問題が立ち上がってくるものと思われます。

　こうした社会情勢を踏まえ、味の素グループの人財に対する考え

方を再整理し、2017～2019年の中期的な方向性を定めました。

　グローバル人財マネジメントの実施にあたっては、世界中で一律

のポジションマネジメント・タレントマネジメントの仕組みの構築が必

要です。ポジションマネジメントの一環として、2018年度末までに国

内外主要法人の基幹キーポジションを特定し、その職務要件を明

確にします。あわせてグローバル基幹人財を把握し、個別育成計画

を策定・実行していきます。これにより、これまで以上に「適所適財」

を実現できるものと考えています。

　それと同時に、多様な人財が共創し活躍できる企業文化の醸成

にも力を入れていきます。従来、特に日本国内グループでは女性活

躍推進を中心に人的ダイバーシティの取り組みを進めてきましたが、

今後はLGBTへの取り組みなども視野に入れていく考えです。

　「適所適財」を実現するためには、それぞれのポジションに求めら

れるスキルや役割を明確にすることも必要です。従来、日本やアセ

アンの一部では年功型・異なる職務を経験させる働き方が一般的

でした。しかしその働き方では、個々の専門性が十分高まらないとい

■ 将来にわたって競争力を保ち 
成長し続けるための人財戦略

■ 多様な人財の共創による 
イノベーションの実現

■ 一人ひとりの自律的成長の実現

一人ひとりが自分らしく
活躍できる環境づくり

「人を求めてやまず、人を活かす」ことが、価値創造を支える

第9回グローバル選抜研修「AGFLS」 ウエスト・アフリカン・シーズニング社でのASVセッション
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ASV・グローバル成長ビジョンの実現

個人と会社の成長の同期化を通じたイノベーションの実現

個人の
成長

企業の
成長

WIN-WIN

心身の健康
Health & Well-being

（健康経営）

味の素のDNA

人を求めてやまず、
人を活かす

（ダイバーシティ）

自律的成長

多様な人財の共創 働きがいの実感

一人ひとりの
自律的成長の実現

健康経営を
通じた社員の
健康増進の実現

多様な人財の
共創による

イノベーションの実現

働きがいと
生産性を向上する
職場環境の実現

　グローバルに成長を続けるためには、従業員が前向きに、高い生

産性を維持して働くことができる環境を整備することも求められます。

そこで、各地域の実情に即した形で「働き方改革」の施策を立案し、

2018年度より順次実行する予定です。

　また、グローバル従業員約33,000人を対象とした「エンゲージメン

トサーベイ」を2017年10月に実施します。調査の結果をもとにアク

ションプランを立案し、2018年度から具体的な活動を実施、2019

年度に2回目のサーベイを実施してさらなる改善に活かす計画です。

■ 働きがいと生産性を向上する 
職場環境の実現

う課題もあります。そこで、グローバルキーポジションの職務・人財要

件を明確にした上で、それを従業員一人ひとりのキャリア開発にも

反映するという計画を進めています。

　「タレントマネジメント」の柱の一つは、キャリア開発支援です。 

味の素グループでは、キャリアプランやキャリア面談に基づき、一人

ひとりの自律的な成長を促すとともに、次期経営人財層の戦略的

育成も進めていきます。この取り組みは、2018年度より導入予定の

「味の素アカデミー」で、より体系的に行っていく予定です。

　食・栄養や健康に関する製品・サービスを提供している味の素グ

ループにとって、従業員一人ひとりの健康を支えることは経営課題

であると認識しています。そこで、味の素流「健康経営」を実現する

ための体制整備を始めています。グローバルCHO（Chief Health 

Officer）と各国CHOを順次任命。WHOの定めるグローバル健康

経営指標に基づくグローバルガイドラインを設定する予定です。

　また、アブセンティズム（欠勤などにによる機会損失）とプレゼン

ティズム（出勤していても十分にパフォーマンスが上がらない状態）

を避けるために、定期健康診断とフォローを行い、自グループの食・

栄養や健康に関する製品・サービスを活用した味の素グループなら

ではの施策を展開し、全従業員の生産性向上に役立てていく考え

です。

■ 健康経営を通じた 
社員の健康増進の実現

労働慣行 P73-80

参照
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日本の労働慣行を変革する先陣を、
味の素グループが切り拓きます

間の残業を行ってきた日本型の働き方を見直し、2020年に「1日7時

間労働」を実現すべく、段階的に労働時間を短縮する施策を進めて

います。また、ICT（情報通信技術）を活用し、オフィスに出勤しなくても

業務を遂行できる「どこでもオフィス勤務」も導入。オフィスで顔を合わ

せないと仕事ができないという既成概念を打ち破り、育児や介護等の

事情がある人も時間を創出して働ける環境を整備していきます。

　「働き方改革」各施策の導入によって、従業員の多様なライフスタ

イルを支援するとともに、一人ひとりがこれまで以上に社会との接点

を増やす機会づくりにもつながると考えています。味の素グループの

取り組みが、日本全体の働き方に対する考え方の一モデルとなるよう、

今後も積極的に取り組みを進めていきます。

　従来の日本型雇用慣行が、高度経済成長期を支えてきたことは

事実です。しかし、労働力人口の減少や一人ひとりのニーズの多様

化、コスト優位性の低下などが顕在化している現代においては、企業

は継続的なイノベーションによって付加価値を生み出すビジネスを行

う必要があります。そしてそれを実現するためには、多様な人財が多様

な働き方をすることによっていきいきと活躍できる環境を整えることが

不可欠です。

　こうした課題認識から、味の素グループは「ダイバ－シティ＆ワーク・

ライフ・バランス」と「働き方改革」を経営課題の一つとして位置づけ、

性別・国籍・価値観などにかかわらず多様な人財が活躍できる会社を

目指します。とりわけ「働き方改革」では、毎日オフィスに通勤して長時

常務執行役員

吉宮 由真

日本特有の労働環境の課題に
正面から向き合う「働き方改革」

従来の日本的な労働慣習が抱えてきた課題

長時間労働の慣習

従来の日本では、生産性の視点が弱く、時
間の制約なしに働ける状況が歓迎される風土

があり、成果にかかわらず労働時間に対して賃
金で報いる考え方が定着してきました。この慣習
は長時間労働の慢性化を助長し、仕事と家庭
生活の両立、健康の維持、または生産性の低

い働き方から脱却が困難になるといった
様々な弊害が生まれます。

女性の活躍の阻害

従来の日本では、男性中心を前提とした労
働環境が一般的で、日本ではいまだ第一子の

出産を機に約6割の女性が離職する傾向にありま
す。少子高齢化が進み、労働力人口が減少してい
る状況下では、働く意欲があっても働けない人が
多くいることは社会的な損失であり、幅広く女

性が活躍できる社会づくりが求められます。

画一的な価値観・
労働観

従来の終身雇用・年功序列の価値観を前提と

する仕事と私生活のいずれかに偏重するという生き

方から、今後は現役世代の減少により、一人が何役も

担いながら職業生活を送ることが求められるようになり

ます。時間や場所の制約を受けない働き方により、家

族の介護などのライフイベントや子どもの病気など

の突発事態にも対応が可能な、多様な価値観・

ライフスタイルのニーズに応えられる環境

の整備が必要です。

メンタルヘルス

景気や雇用情勢、勤務形態や職場環境など
は、働く人の心理状態に大きな影響を与えます。
ストレスによってメンタルヘルス不調に陥ると、仕
事の生産性が下がったり、うつ病等による長期
休業につながるなど、仕事にも生活にも多大

な影響を及ぼす可能性があります。
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「働き方改革」のコンセプトはグループ共通で掲げていますが、その実践にあたっては、事業内容や求める人財像に合わせて、
グループ各社が独自に重点目標を定めて取り組んでいます。各社の取り組みが積み重なることで、グループ全体でシナジーを
生み、多様なアプローチで「働き方改革」を成し遂げることが可能になると考えています。

バリューチェーン一体（ONEチーム）に加え、多様な人財が一体となり、
社外取り組み先（パートナー）と共に価値創造する「TEAM AGF」

ASVを実現し
企業価値の向上を図る

事業活動を通じて社会との共通価値を実現
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価値観

雇用形態 国籍

生きがいと働きがいを両立させる「時間の再投資」
　味の素AGF（株）では、バリューチェーン全体で社内外の

多様な人財が一体となり、ともに価値創造を目指す「TEAM 

AGF」の考え方を導入しています。その実現に向けて、多様な

人財の活躍を支援する様々な施策を打ち出しています。

　「働き方改革」では、個人のワーク・ライフ・バランス、会社の

持続的な成長と発展、「TEAM AGF」のダイバーシティが三

位一体となり、三者がともに成長し価値創造に貢献できること

を目指しています。特に従業員個人には、総実労働時間を削

減して創出した時間を、自分・家族・友人・地域社会や業務革

新に充てる「時間を再投資する」という考え方の浸透を図って

います。個々人にとってかけがえのない時間は、会社にとって

は貴重な経営資源でありコストでもあります。お互いの時間を

大切にし、無駄遣いしない・させない意識を醸成していきます。

味の素冷凍食品（株）

味の素AGF（株）

　味の素冷凍食品（株）では、環境変化に対応できる「働き方

改革」の推進を目標に掲げています。そのために3つの重点目

標を定め、取り組みを進めています。

　一つ目の目標は「多様な人財の活躍実現」です「公正・公

平・透明」な人財育成を推進するために、部門横断型の「人財

育成委員会」を組織し、全社の戦略的ローテーションなどを実

践します。

　二つ目は「効率性と働きがいを向上する職場環境の実現」

です。従業員同士が多様性を認め合い、一人ひとりが健康で

豊かな人生を実現できるよう、フレックスタイム勤務者への「どこ

でもオフィス」のテスト運用（2017年10月より本格導入予定）

や、プロジェクトチームを通じた大泉ブランチでの「オフィス改

革」を推進しております。

　三つ目は「ライフタイム（余暇時間）の充実」です。社会人とし

てのスキル向上を支援するために、ビジネススクールでの学習

を会社として支援。さらに、「早帰りデー」時の在館時間短縮・

営業部門でのフレックスタイム制度の導入により、従業員の私

生活の充実もサポートしていきます。

「働き方改革」事務局より

2017年度「働き方改革」のスタートに向けて、各事業所で

説明会を行いました。当初は、働き方を大きく変えることを不

安視する方もいらっしゃいましたが、実際に「どこでもオフィ

ス」の運用や「早帰りデー」徹底により、仕事が効率化され、

また早く帰ることによって家族と過ごす時間が増えたというよ

うな声が現場から聞こえてきます。今後さらに「働き方改革」

を通じて、働く人が幸せな職場を実現し、生産性と競争力の

ある仕事を生み出していきます。

味の素グループで進む、独自の「働き方改革」

「働き方改革」で変わる職場

労働慣行 P76-77
働き方改革～味の素流「働き方改革」～

参照
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お 問 い 合 わ せ 先 　
味 の 素 株 式 会 社  グローバルコミュニケーション部
〒10 4 - 8 315 東 京 都 中 央 区 京 橋 一丁目1 5 番 1号
T EL 0 3 - 5 2 5 0 - 8 1 6 5  
FA X 0 3 - 5 2 5 0 - 8 3 14
E -ma i l：cs r_ in fo@a j inomoto.com
URL：ht tps：//www. a j inomoto.com/ jp/ac t i v i t y /
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