
味の素グループが実践する「変革」

10年後を見据えて企業文化を変革
経済価値を生み、経済価値が従業員に還元され、さらにエ
ンゲージメントが高まるというサイクルを「企業価値」とし
て位置付けました。

ビジョンの実現に向けた仕組みとして、人財育成・開発、
組織マネジメント、事業戦略の策定プロセスを大きく変え
ていきます。併せて収益に関するマネジメントポリシーも
見直し、規模ではなく効率性と成長性を追求していきます。
そして、これらを着実に実行するために、CEO直轄の「事業
モデル変革タスクフォース」と「全社オペレーション変革タ
スクフォース」を新設、DXを土台としたこれらのタスク
フォースが２つの事業本部やコーポレート本部と一体と
なって変革を進め、味の素グループは「食と健康の課題解決
企業」へと生まれ変わります。

これまで味の素グループは、ビジョンや経営指標において
「規模」を重要視してきました。部門ごとの短期利益の積み
上げに注力しがちとなり分業化が進んだ結果、グループ全
体での環境変化への適応力が発揮できなくなったと反省し
ています。これは企業文化に深く根ざしたものであり、今後、
激変する外部環境に対応しながらステークホルダーの期待
に応えていくためには、経営のあり方を根本から見直さな
ければなりません。

そのためにまず、当社グループのビジョンを一新し、社会
的な存在意義をビジョンとして定めました。しかし、従業員
一人ひとりが食と健康の課題解決に貢献していると実感し
なければ、ビジョンを実現することはできません。そこで、
顧客価値創出に対する従業員のエンゲージメント向上が

味の素グループが実践する5つの変革

味の素グループのビジョンを一新

「アミノ酸のはたらきで食習慣や高齢化に伴う食と健康の課題を
解決し、人びとのウェルネスを共創します」に改めました。このビ
ジョンのもと、2030年を目指して、味の素グループは10億人の健
康寿命を延伸し、事業を成長させながら、環境負荷を50%削減し
ます。

収益に関するマネジメントポリシーを変革

部門ごとの短期利益積み上げの企業文化から脱却し、投下資本
（時間、モノ、カネ）効率とオーガニック成長を重要視する経営に転
換します。2030年度の構造目標として、効率性の観点から資本コ
ストを上回るROIC13%、成長性の観点からオーガニック成長率
5%を目指します。

人財育成・開発と組織マネジメントを変革

顧客と一体となった課題解決を組織・個人の目標として、人財マネ
ジメントのPDCAサイクルを回します。また、従業員が顧客価値向
上を通じて企業価値向上に貢献できる仕組みを組織マネジメント
に組み入れます。

事業戦略をつくるプロセスを変革

これまでは事業・地域ごとの利益成長目標に即して戦略を立案して
いました。今後は10年後のビジョンから市場変化を設定した上で
バックキャストし、今から3年後・6年後の事業戦略を策定します。

企業価値を再定義

顧客価値創出に対する従業員のエンゲージメント向上が経済価値
を生み、経済価値が従業員に還元され、さらにエンゲージメントを
高めるサイクルを企業価値と再定義します。これにより、ASV経営
を目的として、全ての従業員が一丸となって企業価値を高めてい
きます。

ASVエンゲージメント
（「ASVの自分ごと化」）

従業員

コーポレートブランド価値
生活者と顧客

時価総額
株主、投資家

企業価値
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コア事業の成長戦略

生活者への提供価値向上を
目指し、身近なASVの実践を
積み重ねていきます
食品事業本部長
倉島 薫

1984年 味の素（株）入社
2003年 インドネシア味の素販売社社長
2011年 ペルー味の素社社長
2016年 常務執行役員 アセアン本部長
2019年 専務執行役員

食と健康を軸に生活者の変化を捉えた製品・サービスを提供

一人ひとりが自分にできるASVを実践する

体やメディアと連携して減塩を提案してきました。また、
トップアスリートを起用して栄養バランスの重要性を訴求
する「勝ち飯®」キャンペーンも大きな反響を呼んでいま
す。海外においても一部で同様のアプローチを開始してい
ますが、2020年度からは、減塩や栄養バランスを重視した
製品を本格的に海外展開するとともに、食と健康に関する
情報提供を一層強化していきます。同時に、栄養バランス
の取れた本格的な料理を手軽に作れるメニュー用調味料
や、たんぱく質を手軽においしく摂取できる健康飲料等、各
国・地域の健康志向やライフスタイルの変化に対応した高
付加価値な製品のラインアップを拡充する計画です。

成果創出を加速させるための組織変革にも注力します。
今回、手軽に栄養補給できる食品の開発を担う「栄養・加工
食品事業部」を新設しました。同部には研究所等でアミノサ
イエンスに携わってきた人財にも加わってもらい、高付加
価値製品の開発を強化します。また、食品とアミノサイエンス
共通のお客様との接点であるEコマースの拡大を図ります。
オペレーショナル・エクセレンス（OE）やDXの推進について
も、まず「やるべきことができているか」という基本を見直
してから、本格的なオペレーション変革、事業モデル変革へ
展開していく方針です。これらを推進するために私が重視
しているのがコミュニケーションです。対話を通じてビジョ
ンの意義を共有し、一人ひとりの行動変革を促すことで
ASVを実践していきます。

2030年の目指す姿に向けて、食品事業本部では「健康を
軸とした生活者への提供価値の向上」を追求しています。新
型コロナウイルス感染症の拡大による外出自粛の影響もあ
り、家庭での食事や調理に対する関心が高まっています。ま
た、生活習慣病の予防はもちろん、免疫力を高めるためにも
栄養バランスの良い食事が重要であることが改めて注目さ
れています。食品事業本部では、こうした生活者の食と健康
の課題解決に貢献する製品・サービスの提供を、アミノサイ
エンス事業本部との協働を通じて一層強化していきます。

例えば、味の素グループは「おいしく減塩」できる製品や
レシピ等を豊富に有しており、国内では早くから地方自治

継続的に質の高い価値を提供するには、バリューチェーン
全体の効率性・生産性を高めて収益構造を強化するととも
に、人財育成と組織力を強化することが不可欠です。

人財育成においては、教育の充実に加え、目的意識や仕
事への達成感等を共有することによって、個々の働きがい
を高めていくことが大切です。そのためには、毎日の仕事
の中で「どうすればお客様や社会の役に立てるか」を真剣
に考えて行動する――すなわち従業員一人ひとりが、自分
にできるASVを実践する必要があります。それは例えば、
試食用のスプーンをプラスチックから再生可能な紙に変える
といった身近な活動で良いのです。そんな個々の能動的な
取り組みの積み重ねが組織全体で大きなエネルギーとな
り、新たな社会価値・経済価値の創出へとつながるのです。
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コア事業の成長戦略

顧客起点を徹底し
ASVを具現化する
ソリューションを創出します
アミノサイエンス事業本部長
グイン ボンパス

2004年 味の素オムニケム社（ベルギー）入社
2007年 同社社長
2013年  味の素（株）執行役員  

製薬カスタムサービス部長
2019年 常務執行役員

ASVの実現に向けて共通のゴールを設定

食とアミノサイエンスの融合によってさらなる付加価値を追求

への執着）を設定するとともに、個人目標に落とし込みまし
た。ただし、リーダーの役割は目標を掲げるだけでなく、従
業員がその実現に向かってベストを尽くせる環境を整える
とともに、徹底的に後押しすることです。こうした観点のも
と、私は3つのテーマで活動を進めています。1つ目は「徹
底的なこだわりを持った顧客起点」です。現在DX1.0で進
めているOEを通じて、顧客のニーズにフォーカスするとと
もにリソースの最適化を図り、価値を生み出す仕事に集中
できる基盤を整えます。2つ目は「従業員がいきいきと働け
る職場」、3つ目は「未来に向けたグローバル人財の育成」
です。これによって従業員一人ひとりが自発的に成長して
いくための環境づくりを促進します。

ばサプリメントが挙げられます。運動機能や認知機能に関
わるアミノ酸配合物を中間原料としてBtoB顧客に提案す
ることで、食品に健康価値を付与できるものと考えます。ま
た、フェニルケトン尿症やたんぱく質アレルギー等の患者
様を対象とした医療用食品の開発も目指しています。

さらに、アミノサイエンス事業本部のダイレクト・マーケ
ティング・ビジネスと食品事業本部のインターネット・ビジ
ネスを連携させることで、より強力なサービスを提供して
いく方針です。2020年4月には、両事業本部長のオフィス
を隣り合わせにして物理的な距離も縮めました。今後、より
多くのビジネスチャンスを掘り起こせるものと確信してい
ます。

私はASVに大いに共感しています。というのも、私には
事業を通じて健康的な生活や日常を提供していきたいとい
う思いがあるからです。アミノ酸のはたらきで食習慣や高
齢化に伴う食と健康の課題を解決し、人びとのウェルネス
を共創するというビジョンを持つことで、自分たちがすべき
ことや目指すべきことを明確にすることができます。製品
はその結果として生まれてくるに過ぎません。今後、味の
素グループが前に進んでいくためには、ASVに焦点を当
て、そこからビジネスを構築していくことが必要です。

ASVの具現化と深化を目指して、アミノサイエンス事業
本部では5つの共通目標（顧客起点の付加価値向上、人財
やチームの育成、信頼の醸成、将来に向けての改善、結果

今後は、事業成長に向けて高齢化・健康課題に関するソ
リューション探索を継続します。そのために先進技術やDX
を活用し、生産プロセスや顧客への提案をスピーディに変
革していきます。今回の新型コロナウイルス感染症が拡大
する中、あらゆる産業で供給体制が逼迫し、「信頼できる供
給元」の価値が見直されました。“WITHコロナ”の時代はこ
れまで以上に持続可能性が求められるはずです。単に製品
を生産・供給するだけのメーカーではなく付加価値を提供
する存在として、BtoBのお客様はもちろん、その先にいる
生活者も視野に入れたソリューションを提供していきます。

そのキーとなるのが、食品事業本部との連携です。食と
アミノサイエンスを融合させたソリューションとしては、例え
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事業モデル変革

新たな顧客価値創造へ
積極的に行動し、
イノベーションを起こします
Chief Innovation Officer
児島 宏之

1985年 味の素（株）入社
2005年  味の素・ジェネチカ・リサーチ・ 

インスティチュート社（ロシア）出向
2015年 常務執行役員 バイオ・ファイン研究所長
2019年 専務執行役員 研究開発企画部長

“フードテックカンパニー”としてサステナブルな事業を生み出す

こうした考えのもと、私が責任者となり「事業モデル変革
タスクフォース」を進めています。中でも重要な取り組みが

「未来創造プロジェクト（PoF ： Picture of the Future）」
です。これは、既存事業ありきではなく、2030年の社会課
題や生活者ニーズを起点に、味の素グループがどういう価
値を創造すべきかを考え、そのために必要な事業テーマや
プロセスを策定していくというプロジェクトです。同時に
オープンイノベーションやコーポレートベンチャーキャピタ
ルの運営も推進します。今後、これらを着実かつスピード感
をもって実践し、食と健康の課題を解決する“フードテック
カンパニー”への道筋を描いていきます（P.24参照）。

社長メッセージにある通り、今後は重点事業に係る研究
開発や事業モデル開発への投資を強化します。2020-
2022年度計で、研究開発費については870億円（80%以
上が重点事業）、事業モデル開発については、DXや人財開
発への投資と合わせ、260億円を投じる計画です。

当社は、アミノ酸の一種であるグルタミン酸をうま味調
味料「味の素®」として世界で初めて製品化した会社です。
その後も、味覚、嗅覚、食感、外部環境等「おいしさを構成す
る全ての要素」を立体的に解明し、その成果を独自の新素
材、新製法、アプリケーションとして各地のお客様のニーズ
に合わせて自在に組み立て、「食」に関するあらゆるソ
リューションを提供しています（P.22参照）。また、長年にわ
たるアミノ酸研究を基点とした独自の「先端バイオ・ファイ
ン技術」により、ヘルスケア領域においてもグローバルにソ
リューションを提供しています。
「食と健康の課題解決企業」となるためには、常に顧客起

点の発想で、多様な技術を融合させながら新たな価値を生
み出し、サステナブルに供給できないと意味がないと思っ
ています。それが私たちの目指すべき“フードテック”なの
です。これを実現するには今までの企業文化を変革し、イノ
ベーティブな企業文化にしていかなければなりません。

事業モデル変革のロードマップ

変革基盤

個別プロジェクト推進
例 ： パーソナル栄養（P.23参照）

未来創造プロジェクト
(PoF)

アクセラレータープログラム

FY2020 FY2021 FY2022 FY2023-2025

コーポレートベンチャーキャピタルの運営、新事業モデル創出・起業化の仕組み構築

テーマ立案 実行

独自アプリ開発 独自アプリ上市 サービス拡充と利用者拡大、協業パートナーの拡大

新事業モデル開発

テーマ立案 実行 新事業モデル開発

テーマ立案 実行 新事業モデル開発

国内ベンチャー企業との協業推進

社内起業家発掘と育成（味の素（株））

グローバルなベンチャー企業との協業推進

社内起業家発掘と育成（グループ会社）
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