ASVとは？
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み、
社会・地域と共有する価値を創造することで経済価値を向上し、成長につなげてきました。
この取り組みをASV（ Ajinomoto Group Shared Value ）
と称しています。
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ASVを通じた価値創造ストーリー
味の素グループは、事業を通じて解決すべき「 21 世紀の人類社会の課題」として、
「健康なこころとからだ」
「食資源」
「地球持続性」の3つを掲げています。
その解決に向けたアプローチとして、
コアコンピタンスをもとにした
「 ASVを通じた価値創造ストーリー」を定め、それに基づいた事業活動を展開しています。
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味の素グループの事業を通じた価値創造
味の素グループは「 ASVを通じた価値創造ストーリー」に沿った事業活動を通じて、
社会価値と経済価値を創出し、サステナブルな成長を目指します。

1
創造する社会価値
◦ 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

2
創造する社会価値
◦ 共に食べる場の増加
◦ おいしくスマートな調理の実現
◦ アミノ酸製品（アミノサイエンス）を
通じた快適な生活への貢献
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3
創造する社会価値
◦ 温室効果ガスの削減
◦ フードロスの削減
◦ 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
◦ 廃棄物の 3R

4
創造する社会価値
◦ 従業員の働きがいの向上

2017 年度に特に革新性、独創性のある取り組みとして社内の
「ASV アワード」で入賞した事例を次ページ以降でご紹介します。
＊所属部署と役職は 2018 年 6 月末時点。
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大賞

ASVを通

値
た価 創造
じ

2

ーリー
スト

「アミノエール®」
と運動・栄養情報の提供による、
顧客のQOL改善のサポート
味の素（株）
ダイレクトマーケティング部

超高齢社会を迎えた日本で、高齢期の QOL* 向上のためには

す。つまり、アミノ酸こそが筋肉のもととなる成分なのです。

健康寿命の延伸が重要となりますが、加齢によって健康に大き

味の素（株）
は、ロイシンを中心とした必須アミノ酸に筋肉を

く影響するものの一つが筋肉の減少です。私たちの“筋肉をつ

つくり出すシグナルの働きがあることを発見し、筋肉づくりに

くる力”は、年齢とともに低下してしまいます。年齢を重ねて

効果的な成分「ロイシン 40％配合必須アミノ酸」を開発しま

からの筋肉づくり・筋肉の維持は、健康寿命の延伸という観点

した。これを主成分とする機能性表示食品「アミノエール®」を

からも重要な課題です。この対策として、適度な運動とたんぱ

2016 年に発売し、筋肉づくりの重要性を訴求するとともに、

く質、アミノ酸の摂取が求められます。

製品と正しい運動・栄養に関する情報を提供しています。こう

私たちが食事で摂ったたんぱく質は、体内で一旦アミノ酸に
分解・吸収され、筋肉を構成するたんぱく質へと再合成されま

した活動を通じてお客様の QOL 改善に貢献し、「アミノエー
ル®」の価値が認められています。
* Quality of Life: 生活の質

▶「ロイシン40％配合必須アミノ酸」の特徴

「ロイシン40％配合必須アミノ酸 」は、必須アミノ酸
“ロイシン”
を40%配合した必 須アミノ酸ミックスで、60代からの筋肉維持に役立つ筋肉をつくる力と
歩く力をサポートする成分です。

2 つの効果で筋肉づくりをサポート
効果 1

運動との併用で“筋肉をつくる力が向上”
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ロイシン40％配合必須アミノ酸
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運動との併用で歩行距離が改善
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効果 2

■ 対照食群
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試験前

＊摂取前に対し、p<0.05
【試験方法】イギリス在住の閉経後の健康な女性 16 名（平均年齢 66 ± 3 歳）にて、
ロイシン 40％配合必須アミノ酸 3g 摂取群 8 名、
ホエイプロテイン 20g 摂取群 8 名で実施。
片足のみ膝伸展運動を行い、直ちにロイシン 40％配合必須アミノ酸 3g を摂取後、伸展
運動を行った足の筋たんぱく質合成速度を測定。
【 出 典 】Bukhari. S.S.I. et al. Am. J. Pysiol. Endocrinol. Metab.308：E1056-1065（2015）
の図 5B より、ロイシン 40% 配合必須アミノ酸群のグラフを抜粋し分かりやすく改変。
ホエイプロテイン群でも同様の傾向を示した。
※研究レビューに採用した文献のデータの代表例です。

■ ロイシン40％配合必須アミノ酸
（3,000mg）
群
＊

3ヶ月

6ヶ月
＊対照食群に対し、p<0.05

【試験方法】日本人の健康な高齢者のうち、対照食群 8 名（男性 4 名、女性 4 名）
、
ロイシン 40％配合必須アミノ酸群 10 名（男性 5 名、女性 5 名）に対し、1 週間に
2 回の運動に加え、一日一回朝食時に対照食またはロイシン 40％配合必須アミノ酸
3g を摂取させ、3ヵ月後と 6ヵ月後の歩行機能（6 分間に歩いた距離）を調査
【出典】Kawada S, et al. Acta Physiologica Hungarica（2013）を分かりやすく改変。
※研究レビューに採用した文献のデータの代表例です。

【機能性表示食品届出表示】
本品にはロイシン 40% 配合必須アミノ酸が含まれます。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、加齢によって衰える筋肉の維持に役立つ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。
「アミノエール® 」
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※機能性表示食品「アミノエール® 」は、2019 年 4 月よりリニューアルしています。
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様々なメディアを活用して、
生活者へ情報を提供
年齢を理由に筋肉づくりをあきらめている高齢者が多いことから、筋肉づくりに必要な情報やエクササイズ、
たんぱく質を摂りやすいメニューなどを作成し、
「 筋肉づくりは何歳からでも始められる」
ことを積極的に提案しています。
「アミノエール®」の継続利用を
応援するためのカレンダー

栄養バランスに関する情報やレシピ、筋肉の維持
に役立つエクササイズなどを紹介した「カラダ
づくり応援 BOOK」（3 回シリーズ）

▶

歩くのが大変遅くなったので、

筋肉づくりの情報例

「 アミノエール® 」を飲み始
めました。この頃は、足のふら

筋肉づくりはこれからでも間に合います。

つきがなくなりました。

私たちのカラダを構成する組織は、毎日一定量が新しいもの
に入れ替わっていきます。 中でも、筋肉を構成する組織は骨
や関節などに比べて入れ替わるサイクルが短いため、筋肉づく
りの効果は比較的短期間で出やすいのが特徴です。

1～2ヶ月で

組織の半分が入れ替わる

骨

いつまでも続けるために、
たんぱく質は
不可欠と考えています。元気に運動を
続けられるのは「アミノエール® 」のおか
げかなと思っています。
（ 男性／60代）

ご愛用者の声

筋肉の組織の
半分は、短期間で
入れ替わります!

組織の半分が入れ替わる期間
筋肉

定年後にスポーツを始めました。

（女性／80代）

7年

平均

関節（軟骨）

117年

■ 担当者からのメッセージ
今後は、ICT を活用して、一人ひとりのお客

【出典】筋肉のたんぱく質半減期
Volpi, E., et al. JAMA, 286: 1206-12,
2001 より算出。骨のコラーゲン半減期
Manolagas, S.C. Endocrine Reviews,
21: 115-37, 2000 より算出。関節（軟
骨）のコラーゲン半減期 Verzijl, N.,
et al. Journal of Biological Chemistry,
275: 39027-31, 2000 より算出。

ASV アワード 2017
大賞を受賞しました

様に向けてカスタマイズした栄養や運動に関す
る情報を発信し、
これまで以上に「筋肉づくり」
をしっかりサポートしていきたいと思います。
「年だから」とあきらめずに、毎日の食事・運
動と「アミノエール® 」で、一人でも多くの方に、
いつまでも自分の足でしっかり歩き、いきいきと

味の素（株）ダイレクトマーケティング部
高橋 紀子（左から 3 人目）

した毎日を送っていただきたいと思います。

経済価値

社会価値
●

筋肉づくりの重要性を訴求し、製品と正しい運動・
栄養に関する情報の提供で、顧客のQOL 改善に
貢献

創出価値

●「アミノエール®」
売上増（2016年度比 + 約70％）
●「アミノエール®」
顧客増（2016年度比 + 約60％）
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活用して各国の嗜好に適合したおいしさを開発

値
た価 創造
じ

1

ーリー
スト

ASEANのグループ会社が連携し、
「スペシャリティ」
を

インドネシア味の素社･ベトナム味の素社・タイ味の素社･フィリピン味の素社･マレーシア味の素社

味の素グループのスペシャリティの一つに、味覚、香り・風味、食感などのおいし

日本

さを構成するすべての要素を解明し、お客様のご要望に合わせて独自の素材や配合
技術で自在に組み立てる「おいしさ設計技術」があります。 総合的な「おいしさ」を

外部環境

オケージョン

実現するための独自素材やアプリケーションの開発は、味の素（株）食品研究所で

人との関わり

脳科学

行っています。その素材や技術をより迅速に現地ニーズに合うよう各国製品へ導入す

経験・情報

るために、ASEANアプリケーションセンター（AAC）が食品研究所と ASEAN 各社
の R&D 部門のハブ機能を果たしています。 AAC は、ASEAN 各社の R&D メンバー

香気

と協働で、国ごとに異なる食の嗜好やニーズに適合した調味料・加工食品のレシピ

味覚

設計を行っています。さらにマレーシア味の素社が Halal（ハラール）に対応した工業
化支援や独自素材の生産を行っています。このような取り組みにより、各社の主力製

塩味

5基本味

酸味 うま味 甘み

苦味

コク味

品の品質およびコスト優位性が向上しています。

食感

タイ

ベトナム

■ 味の素（株）食品研究所

マレーシア

独自素材やアプリケーションを開発

マレーシア
■ AAC
各国と協働でレシピ設計・
アプリケーションを開発

■ マレーシア味の素社
工業化支援、
Halal 対応独自素材の生産

インドネシア

フィリピン

協働で現地ニーズに合わせた
レシピを開発

■ 各国 R&D
各国の嗜好・ニーズに
合わせた製品を開発・生産

5A～生活者ニーズの多様化・高度化に対応した、魅力ある価値の提供
Affordable

Available

Applicable

Acceptable

誰でも買えること

どこでも買えること

おいしさ／現地適合

社会への貢献

経済価値

社会価値
● ASEAN各国で、
7つの製品プロジェクトを実現

→各国の嗜好やおいしさに対応した製品を提供
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Attractive
生活者への価値提供

創出価値

●

売上増

●

製品のコスト競争力向上

ASVを通

値
た価 創造
じ

4

ーリー
スト

ブラジル社会
（卸店）
の
教育の充実と専門性向上への貢献
ブラジル味の素社 卸店教育・育成プログラム

ブラジルでは企業の約90％が家族経営であり、
ブラジル味の素社

よくすると同時に、ABRや卸店の業績にもよい影響があると考え、

（ABR）
の売上高の約80％は家族経営の卸店によるものです。一

「IDEA Program」
とe-learningの2つの教育プラットフォームを卸

般的に、経営の知識やマネジメントスキルを磨く機会に恵まれてい

店に提供し、卸店スタッフの専門性を向上する取り組みを行ってい

ないことなどが、
こうした卸店の仕事の質に影響を及ぼしています。

ます。これらの取り組みは、企業ブランド価値の向上や製品の廃棄

ABRは、卸店に教育の機会を提供することで、社会全体をより

削減にも貢献しています。

IDEA Program

E-learning

IDEA＝
「Intelligence in Distribution Expert AJINOMOTO」の略。

教育関連のパートナー企業と連携して、e-learningのポータルを作成。

卸店のビジネスに必要な7つのテーマに基づく教育ツールを作成し、卸

100コース以上を設置し、ABRの営業担当者や卸店スタッフは無料で

店スタッフの教育に活用。年に一度、理解度を測定してフィードバック

受講できる。ABR独自のコンテンツとして、製品やマーケティングなどに

することで、受講者のレベルアップに役立てている。

関するコースを提供している。

▶

7つのテーマ
● Commercial
● Sales
● POS

▶

持続的な成長のサイクル

Management（組織運営・販売管理）

Performance（販売実績）

Execution（POS［販売時点情報管理］の実行）

● Human

IDEA
+
E-Learning

Resources（人材）

● Corporate
● Financial

社会価値

経済価値

Sustainability（企業の持続可能性）

Management（財務管理）

● Logistic（物流合理化）

卸店

生活者

サービス品質

5A

いつでも買える／
どこでも買える…
IDEA Program のテキスト

小売店

IDEA Program を受講した卸店スタッフ

社会価値
● 80以上の卸店でIDEA

経済価値
Programを実施

→理解度のスコアが年々上昇。
特に
「Corporate Sustainability
（ 企業の持続可能
性）
」
に関する平均スコアは、2016年度の19%から
2017年度の65%へと大きく向上。
●

●

創出価値

企業ブランド価値の向上

● 市場成長を上回るABRの売上増
● 卸店によるサービス品質の向上

→製品の返品率が約20％改善

E-learningの利用者は2,800人以上
味の素グループ ASV STORIES 2018
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ASVを通

値
た価 創造
じ

1

ーリー
スト

栄養バランスの良い献立を生活者に提案する
「勝ち飯®」

トップアスリート向けのサポートから得たノウハウを

味の素（株）家庭用「勝ち飯 ® 」推進グループ

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からだ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。

日本の生活者は、おいしく栄養バランスの良い食事を摂りたい

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

トップアスリート

と考える一方で、栄養に関する知識や献立を組み立てるためのス
キルが不足しているという課題があります。 食事の栄養バランスが

拡大

崩れると、生活習慣病につながるなど、健康な生活に大きな影響
部活生

を及ぼします。

受験生

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

味の素
（株）
はこれまで、世界で活躍するトップアスリートに対して、
ジュニア
アスリート

「食」と「アミノ酸」を通じた栄養管理のアドバイスやコンディショ
ニングサポートを行ってきました。その知見を凝縮し、生活者向け

中高年
シニア

暑さ寒さに
負けない
からだづくり

に、健康・栄養情報と、無理なくおいしく作ることができるテーマ
別の献立を、「勝ち飯 ® 」として量販店の店頭やＷｅｂなどで訴求し

トップアスリート向けのサポートから得たノウハウを

ています。今後もこうした提案を続け、味の素
（株）製品を通じて肉・

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からだづくりに必要な栄養素を

野菜の摂取量を増やすなど、健康な生活に貢献していきます。

おいしく摂取できる献立を当社製品で提案します。

トップアスリート向け
に実践してきた

トップアスリート

製品の提案力

スポーツ栄養プログラム
（例）
献立当たりのたんぱく質・野菜摂取量

（訴求製品の一例）

朝食

ポイント 1

部活生

からだをつくる
「たんぱく質」

拡大

たんぱく質：19.7g
野菜：221g

受験生

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

ジュニア
アスリート

暑さ寒さに
負けない
からだづくり

中高年
シニア

昼食
ポイント 2

「Cook Ｄｏ®」
（回鍋肉）

「鍋キューブ®」
（鶏だし・うま塩）

たんぱく質：19.5g
野菜：166g

からだを整える
「野菜」

レシピの提案力
ポイント 3

夕食

「勝ち飯 ® 」の献立・レシピを数多く紹介

たんぱく質：30.6g
野菜：216g

消化と吸収を助ける、
うま味の効いた
「汁物」

1 日 3 食で実現する摂取量

たんぱく質

69.8g

野菜

603g

国が推奨する摂取量

たんぱく質

60-70g

野菜

350g

社会価値

経済価値

● 肉・野菜の総摂取量の増加

●

→たんぱく質7,400t、野菜摂取量53,000tと、
2016年度比7％の摂取量増加を実現
（対象製品：
「Cook Do® 」、
「 鍋キューブ® 」）
。
● 健康なからだづくりと充実した生活の実現に貢献
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創出価値

家庭用製品の売上増（2016年度比 + 約3％）

●「勝ち飯®」
のプロモーションを展開する延べ店舗数

2017年度 520社・34,000店
●

Webサイト訪問数165,000件（2018年2月）

ASVを通

値
た価 創造
じ

1

ーリー
スト

東北エリアにおける継続的な
「減塩・適塩」の取り組み
味の素（株）東北支社 家庭用メンバー

日本の東北地方では、寒冷な気候の影響により、伝統的に塩

行政や流通と連携し、だしのうま味で減塩を行う「だし活」と野菜

分が多く摂取されてきました。塩分の摂りすぎは、高血圧や脳卒中、

の摂取量を増やす「野菜で健康大作戦」
を通じた訴求を行いました。

心臓病といった生活習慣病の原因となるため、健康寿命を伸ばす

現在では、味の素
（株）
の「減塩・適塩」活動は東北 6 県に拡大し、

という観点から対策が必要となっています。

地域食材を活用した減塩メニュー提案や、栄養士会・食生活改善

味の素
（株）東北支社では、2014 年より「減塩・適塩」を広め
る活動を継続しています。 取り組みのスタートとして、青森県の短

推進委員に対する減塩セミナーの実施など通じて、地域全体の意
識向上に取り組んでいます。

命県日本一返上を目指す「青森県健康増進応援プロジェクト」で

■ 岩手県での取り組み
地元の量販店と連携して岩手県に「減塩・適塩」の重要性を
働きかけました。 2015 年 7 月より、岩手県が毎月 28 日を「いわ
て減塩・適塩の日」と定め、県民の意識改革を進めるキャンペー
ンを実施しています。 味の素（株）
は行政と連動して量販店の店頭
企画を実施し、マスコミを通じた活動の紹介などで「減塩・適塩」
意識の浸透を図っています。

家庭用「減塩」製品

量販店の店頭企画

■「岩手モデル」の確立
岩手県では、行政・マスコミ・流通・味の素（株）
が連携して「 減塩・適塩 」
を訴求するスキームを
確立しました。
今後はこのモデルを東北各地で横展開し、
さ

行政
●

具体的な普及手段

●

流通
（生活者）
との接
点の持ち方

味の素
（株）

流通
●

ASV の創出

健康課題への対応に
よる企業価値の向上

● 新しい販促テーマ創出

らなる価値創造につなげます。
マスコミ
● 地域の活性化

社会価値

経済価値

● 岩手県の食塩摂取量推移

●

男性

女性

2012年

12.9g／全国1位

11.1g／全国1位

2016年

10.7g／全国21位

9.3g／全国18位

全国平均

10.8g

9.2g

家庭用「減塩」製品の売上増

145％（2017年度対2014年度）

創出価値

●「減塩」
製品のプロモーションを展開する延べ店舗数

2017年度 5,250店（2015年度の3.8倍）
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ブラジル味の素社 リメイラバイオマスボイラープロジェクト

味の素グループでは、環境長期目標の一つとして「2030 年に
再生可能エネルギー利用比率 50％」を掲げています。
ブラジル味の素社のリメイラ工場ではこれまで、工程で必要な
蒸気を生産する手段として、天然ガスを利用するボイラーを導入し
ていたため、エネルギー消費や CO₂ 排出量の多さが課題となって
いました。そこで、化石燃料の代わりに再生可能エネルギーであ
るバイオマスを利用できる設備を導入しました。これにより、環境
負荷の低減と燃料コストダウンを両立させることができました。
■ ESCO の活用
バイオマスボイラー導入にあたって、ESCO（エネルギーサービス
会社）の協力を仰ぎました。景気変動の影響を抑えるため、通常
よりも短期の 5 年契約を締結しています。

導入したバイオマスボイラーは、50トン / 時 の
蒸気生産能力を有します。 燃料として、地域
の再生森林のユーカリチップを使用することで、
CO2 の排出削減を実現しています。

■ ガス処理システムの導入
マルチサイクロンとバグフィルターを導入することで、排気の集塵を
徹底。リメイラ地域では規制強化後、初の導入事例となっています。

▶

蒸気生産時CO2排出量の推移

（トン／年）

（％）

100

80,000

64,000

73% 75%

75%

79%

80

48,000

60

32,000

40

16,000

20

16%
0

2013

2014

CO2排出量

2015

2016

2017

バイオマスによる生産比率
（右軸）

2018
目標

2019
目標

プロジェクトメンバー

0

2020
目標 （年度）

化石燃料による生産比率
（右軸）

社会価値

経済価値

● 年間51,000トンのCO2削減

● 燃料コストダウン

→2017年度化石燃料由来のCO2の生産量比排出原
単位はバイオマスボイラー導入により72％削減
（対2015年度）
● サプライチェーン上で25職種を超える雇用創出を実現
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創出価値

ASVを通

値
た価 創造
じ

3

ーリー
スト

バイオマスボイラー導入によるCO ₂削減

ASVを通

値
た価 創造
じ

3

ーリー
スト

アミノ酸の生産効率を向上させる新技術の導入
タイ味の素社 カンペンペット工場

味の素グループはアミノ酸を発酵法で生産しています。 発酵生

ことで発酵の生産効率を上げる方法があります。タイ味の素社の

産には、主原料となる農作物のほか、様々な副原料が必要です。

カンペンペット工場では、アミノ酸の一つであるグルタミン酸の発

味の素グループは、食資源の確保や地球持続性への貢献を目指

酵工程および結晶として分離する工程を見直して改善することで、

して、より環境負荷の低い生産法の開発に取り組み続け、低資

生産工程全体での効率化を実現しました。これにより、副生物の

源利用発酵技術の開発を長年にわたって進めてきました。

後処理工程も簡素化できるようになり、生産工程全体で原料やエ

低資源利用発酵技術の一つとして、発酵菌や工程を改善する

▶

ネルギーの利用の削減が可能となりました。

発酵法によるグルタミン酸ナトリウムの生産工程
糖源を発酵して
グルタミン酸をつくる

グルタミン酸を

グルタミン酸

結晶として分離する

ナトリウムにする

改善①

改善②

従来の発酵菌よりもバージョンアップした

発酵菌のバージョンアップにあわせて、後処

発酵菌を導入することで、発酵の効率が

理工程で設備の見直し・増強・簡素化を実

アップ。 副原料の使用量を削減できるよ

行。生産工程全体の改善につながりました。

うになりました。

グルタミン酸発酵生産工程を、YouTube でご紹介しています。

https://www.youtube.com/watch?v=eAsLU7BRF-o

■ 担当者からのメッセージ
今回の生産工程改善は、世界の味
の素グループの中でも初めての取り組
みです。 実施にあたっては、技術・設備面の向上はもち
ろん、それらを支える従業員の意識合わせも大切にしてきま
した。メンバーが“One Team”として活動できるように組
織や風土を変えたり、日々の労働安全衛生活動や進捗管
理を徹底したことが、成果に結びついています。
今後は、カンペンペット工場がモデル工場となって、世界
各地の工場へノウハウを伝える役割を担っていきたいです。
プロジェクトメンバー

社会価値
● 新しい生産方法を導入する前と比較して、

経済価値
創出価値

●

原料・エネルギーのコスト削減

CO₂排出量が12％削減
味の素グループ ASV STORIES 2018 12

ASVを通

値
た価 創造
じ

4

ーリー
スト

新規の訴訟を回避し係属中の訴訟件数を低減する
「 PRELIプロジェクト」
ブラジル味の素社

ブラジルには「訴訟の文化」が根付いており、毎年約
2800 万件の訴訟が提起され、係属中の訴訟は 1 億件に
のぼります。そのため、司法従事者の数は他国に比べて
ブラジル
司法部門との
関係強化

多く、司法部門の政府予算は約 800 億ブラジルレアル（約
* と、GDP の 1.3％にも及びます。こうした訴訟
2.3 兆円）

に関わる社会的なコストを削減し、教育や社会保障、安
全保障などに振り向けることができれば、よりよい社会の
構築につながります。ブラジル政府もこの問題を重く見て

法務チームの
トレーニング

PRELI
=

おり、「訴訟の文化」から「和解の文化」への転換を目

従業員向けの
教育プログラムで
気づきを与える

指すキャンペーンを展開しています。
ABR は、こうした国 の 動きに賛 同し、 新たな訴 訟が
発生することを防ぎ、既存の訴訟を減らすための取り組み
「Project PRELI」を進めるとともに、従業員の意識改革
を図っています。また、労働裁判所や労働組合とのパート
ナーシップも強化しています。
ABR では「Project PRELI」を通じて、特に多かった

対立が
発生した場合、
司法当局による
仲裁で解決を
図る

労働訴訟の件数を減らすことができました。また、法務スタッ
フのレベルアップや、反腐敗・反汚職の社内浸透も進ん
でいます。
「Project PRELI」は ABR の法務部門にとって、
スペシャリティを発揮する機会にもなっています。

Prevention and
Reduction of
Litigation
（訴訟の防止と削減）

契約書に
訴訟によらない
方法での
解決について
条項を追加

裁判所との間で
コミットメントを
交わす

* 1 ブラジルレアル＝ 28.63 円（2018 年 6 月末時点）

■ 担当者からのメッセージ
話し合いによる解決を模索していくという
「和解の文化」
を広く
根付かせるためには、ABRの法務部門のみならず、
すべての従
業員が「和解の文化」
を認識し、貢献することが欠かせません。
これからも、革新的でシンプルで効果的、
かつ実用的な解決策
で、複雑な法律・ビジネスの問題を解決し、
ブラジルおよびラテン
アメリカで社会価値を効果的に創造していきたいと思います。
ブラジル味の素社
執行役員 法務部長

ヒカルド・ササキ（左から 4 人目）

■ 活動に対する評価
●“AMIGA DA JUSTIÇA”(Company Friend of Justice) に、
日本の企業グループとして初の選出
●“The LEGAL 500”
が選ぶブラジルの企業内法務部門のランキングでトップ100入り

社会価値
● 社内およびブラジル国内に
「和解の文化」が浸透
●

社会全体の司法コスト削減への貢献
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経済価値
創出価値

● 訴訟にかかる費用の削減・抑制

ASVアワード2017
味の素グループは、ASV を中核に据えた事業を展開しています。
今後、各国・地域で ASV を進化させていくためには、
従業員一人ひとりが ASV の考え方と重要性を理解し、実践していくことが重要と考えています。
このような組織風土を醸成していく施策の一つとして、革新性・独創性のある事業活動を通じて
社会価値と経済価値を共創した取り組みを表彰する「ASV アワード」を 2016 年度に創設しました。

授賞式当日は、入賞案件の担当者がポスターセッションとプレゼンテーションを通じて 『「アミノエール®」と運動・栄養情報の提供による、顧客の QOL 改善のサポート』が
活動の概要を紹介しました。

大賞に選ばれました。

社外審査員の講評
日本司法支援センター（法テラス）
理事長

板東久美子氏

「ASV アワード」に申請された案件は、それぞれに本業のビジネスやマネジメントを通じて多様な角度か
ら社会的価値を実現しようとするものであり、そのバラエティに富んでいることに大変感銘を受けました。
どの案件も、味の素グループの持つ卓越した知識や技術を活用し、新しい価値を生み出そうとする前向
きな姿勢に支えられていると感じました。また、社会の様々なプレーヤーとうまくパートナーシップを組み、
価値創造を通じて社会課題の解決に一緒に取り組もうとしている点も、強く印象に残りました。
よりよい社 会づくりに向けて様々なプレーヤーとベクトルを合わせながらビジネスを展 開することは、
SDGs にも合致しています。こうした活動が今後ますます促進されることを期待します。

有限会社イーズ
代表取締役

枝廣淳子氏

今、世界はいろいろな側面で統合が進んでいます。環境・社会・経済のトリプルボトムラインや、
社会的価値に対して投資を行う ESG 投資は、その重要な側面の一つです。真に統合された価値を
生み出そうとしている点において、ASV は最前線にあると考えています。
社会的価値の実現を前提とすると、経済価値を回収するまでには時間がかかるため、多くの企業
は待つことができません。しかし、味の素グループは長期的な視野を持って活動しています。願わ
くば、今後 ASV が他社や社会の模範として受け入れられるようになればと思います。そのために、
わかりやすく人々の心に響く「ストーリー」を作って広く伝えることと、自分たちの活動を計測・
評価するための「指標」を持つことが重要であると思います。
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