
日本司法
支援センター
（法テラス）理事長
板東 久美子氏

有限会社イーズ
代表取締役
枝廣 淳子氏

大和ハウス工業
株式会社
社外取締役
籔 ゆき子氏
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社外取締役
齋藤 泰雄

味の素（株）
社外取締役
名和 高司

味の素（株）
社外取締役
岩田 喜美枝

「ASVアワード」社外審査委員

人財投資 エンゲージメント 課題解決力の向上

多様性 イノベーションの加速

働き方 環境変化への対応力の向上

一人当たり人財投資を増加*

17-19

340

880

単位 ： 千円

（年度）

生産性向上

一人当たり売上高を向上*

19 22
（目標）

25
（目標）
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115
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FY19を100とした場合

● 「ASVの自分ごと化」を加速
● 研修による栄養、環境、デジタルに関するリテラシーの向上
● ベンチャー協業、起業家育成

● 2030年度までに女性取締役とライン責任者の30%を女性に
 女性人財の育成委員会／寛容で挑戦を促す組織文化の醸成

● 顧客価値に繋がらないあらゆる無駄をなくし、
 デジタル活用でスピードアップ
● 機能横断でのマネジメントの標準化

経営計画に関する
CEOとの対話

本部長との対話

組織・個人目標設定

栄養／環境／
デジタル
リテラシー向上

成果評価
ASVアワード

参加型研修イベント

エンゲージメント
サーベイ

個人目標発表会

事例共有

応募
選考

● 起業家育成プログラム
● ベンチャー協業プログラム

アクセラレーター
プログラム

ASVの
自分ごと化

モニタリング
改善 理解

納得

共感
共鳴

実行
実現プロセス

個人の
能力開発

2019年度実績55％ 2030年度目標 85％以上

20-22
（予定）

（年度）

「ASVアワード」は、ASVを体現した取り組みのうち、
特に秀逸な事例を表彰する制度です。アワードの選考
にあたっては、社外有識者にも参加していただいてい
ます。2019年度の大賞には、主力スティック製品の包
装資材革新で循環型社会実現および地球温暖化防止
への貢献を目指す味の素AGF（株）の取り組みが選ば
れました。アワードにエント
リーされた案件をSNS等を
通じて従業員に共有すること
で、さらなるASVの実現に向
けた個人目標の設定に活か
す等、「ASVの自分ごと化」を
加速させていきます。 

「ASVの自分ごと化」を加速させる「ASVアワード」

ASVの実現に向けたベストプラクティスを共有し、従業員一人ひとりの目標に活かすことで、
「ASVの自分ごと化」を促進します 

大賞
受賞者代表
味の素AGF（株）包材開発部
井上 拓美

企業価値向上への道筋となる人財投資の強化

サイクルを回すマネジメントを標準化します。 
2つ目に、イノベーションを加速するためにダイバーシ

ティ＆インクルージョンを推進します。味の素（株）は、 
2030年度までに取締役とライン責任者それぞれの女性比
率30％を目指します。 

3つ目に、働き方改革をバージョンアップし、環境変化へ
の対応力向上を図ります。顧客価値向上につながる業務に
十分な時間を使えるよう、デジタル活用であらゆる無駄を
なくしていきます。

味の素グループは、新ビジョン実現に向けて、生産性の
高い課題解決型組織へと変革するために、人財投資を
17-19中計の約2.5倍に高めます。その成果をモニタリン
グするための指標として従業員一人当たり生産性を掲げ、
生産性向上のために推進すべき3本柱を「エンゲージメン
ト」「多様性」「働き方」と定めました。 

1つ目のエンゲージメントでは、栄養、環境、デジタルに  
関するリテラシーをはじめ、従業員一人ひとりの課題解決
力を高める能力開発を進めます。同時に、顧客と一体と
なって課題解決することを組織・個人の目標としてPDCA

生産性向上のための3つの柱 

* 味の素（株）の金額・指数

人的資産の強化

イノベーションを生む
企業文化の醸成
新たなビジョンを実現するのは
 一人ひとりの従業員です。 

「ASVの自分ごと化」と能力開発、 
ダイバーシティ推進を通じて、 
イノベーティブな企業風土の醸成を
進めています。 
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「ASVアワード」は、ASVを体現した取り組みのうち、
特に秀逸な事例を表彰する制度です。アワードの選考
にあたっては、社外有識者にも参加していただいてい
ます。2019年度の大賞には、主力スティック製品の包
装資材革新で循環型社会実現および地球温暖化防止
への貢献を目指す味の素AGF（株）の取り組みが選ば
れました。アワードにエント
リーされた案件をSNS等を
通じて従業員に共有すること
で、さらなるASVの実現に向
けた個人目標の設定に活か
す等、「ASVの自分ごと化」を
加速させていきます。 

「ASVの自分ごと化」を加速させる「ASVアワード」

ASVの実現に向けたベストプラクティスを共有し、従業員一人ひとりの目標に活かすことで、
「ASVの自分ごと化」を促進します 

大賞
受賞者代表
味の素AGF（株）包材開発部
井上 拓美

課題解決力向上のためのエンゲージメント

味の素グループが企業価値を高める上で、顧客価値創
出に対する従業員のエンゲージメントは不可欠です。ビ
ジョンの実現に貢献していると実感する従業員、すなわち
ASVを業務の中で主体的に実践する従業員を増やし、組織
的な推進力を高める必要があります。 

エンゲージメント向上のプロセスとしては、CEOや事業・
コーポレートの本部長との対話に始まり、組織目標とリンク
した個人目標を設定。その際、従業員が課題解決や価値創
造に貢献していることを実感できるよう、OEの手法を活用
し、生活者のみならず社内のバリューチェーンにおける次
部門も「顧客」と捉え、価値向上の成果を定量化します。ま
た、「個人目標発表会」を通じて組織内で目標を共有するこ
とで、共感を得ながらチャレンジできる風土を醸成します。
そして、ベストプラクティスを積極的に共有・表彰します。 

さらに、毎年実施するエンゲージメントサーベイの従業
員エンゲージメントスコアを重点KPIとして、「ASVの自分
ごと化」の推移を追跡するとともに、サーベイの結果から抽
出した課題を翌年の計画へ反映します。 

KPI 従業員エンゲージメントスコア*

ASVエンゲージメントを高めるマネジメントサイクル

*  自身の業務を通じてASVを実践していることを、家族・知人・取引先等に話す
ことがある従業員の割合を、味の素グループの従業員を対象に、エンゲー
ジメントサーベイで測定。

「全社オペレーション変革」P.25-26をご覧ください。

人的資産の強化

詳しくは「サステナビリティデータブック2020」をご覧ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/library/databook.html
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人的資産の強化

課題解決力を高める能力開発

社外起業家との協業や社内起業家の発掘・ 
育成を促す統合型アクセラレータープログラム

イノベーション創出に向けた企業文化の醸成と社内環境
の整備を目的として、次の2つを統合したアクセラレーター
プログラムを実施します。 

一つ目が、社外ベンチャー企業の事業育成を支援・促進
する「Ajinomoto Group Accelerator」です。「食と健康」

「地域・地球との共生」等のテーマを設定し、それらの領域
で活動するベンチャー企業を支援することで、新事業開発
への取り組みを活性化させます。プログラム実施にあたっ
ては、味の素グループの経営資源をベンチャー企業に橋渡
しするカタリストを社内から選抜し、協業を通じて起業家人
財を育成します。有望なベンチャー企業を見出せた場合、
少額出資を実施し、プログラム終了後も継続的に事業提携
を推進します。 

もう一 つ が 、味 の 素（ 株 ）の 従 業 員 を 対 象とした
「A-STARTERS」です。これは、社内起業家を発掘・教育し、
ビジネスアイデアを事業化するプログラムです。事業化の
知識や経験がなくても在職したまま起業アイデアを進める
ことができるもので、審査通過者には、研修・教育、メンタリ
ング等の事業化に向けた支援を実施します。また、プログ
ラム終了後、有望な事業アイデアについては、スピンアウト
も含めた事業化の受け皿を構築します。 

食と健康の課題解決に向けたイノベーションを生み出し
ていくには、「ASVの自分ごと化」とともに、従業員一人ひと
りの課題解決力を高める能力開発も重要です。中でも栄
養、環境、デジタルに関する全従業員のリテラシー向上、

「ASVの自分ごと化」を促進する参加型研修、社内起業家育
成・ベンチャー協業プログラムに注力しています。これらの
能力開発をASVエンゲージメントを高めるためのマネジメ
ントサイクルと一体化させ、PDCAを回していきます。

ビジョン実現に向けた従業員のリテラシー向上
2020年度は、味の素（株）の従業員を対象に「栄養」を

テーマとした教育コンテンツ作成や浸透活動を進めます。
栄養に関する基本知識、世の中の栄養課題、当社グループ
の栄養へのアプローチ、アミノ酸のはたらき、当社グルー
プ製品の栄養情報等を従業員が習得することで、自信を
もって顧客に新たな価値を提案し、栄養に関するプロアク
ティブな活動ができるようになることを目指します。

また、「デジタル」リテラシー向上のために、「ビジネスDX 
人財」「システム開発者」「データサイエンティスト」の育成カ
リキュラムを開始し、それぞれ認定制度を設けます。2022
年度までに、「ビジネスDX人財」100名、「システム開発者」
20名、「データサイエンティスト」50名の認定を目指してお
り、デジタルによる業務の高度化で社会変革をリードして
いきます。

オープン＆リンクイノベーションによる新たな成長モデルづくりへの挑戦

統合型アクセラレータープログラム

社外ベンチャーとの協業プログラム
（Ajinomoto Group Accelerator）

スピンイン戦略 イノベーションマインド醸成 スピンオフ戦略 社内起業家育成

社内起業家育成プログラム
（A-STARTERS）
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人的資産の強化

企業文化の変革に向けたダイバーシティ＆インクルージョン

「アンコンシャス・バイアス研修」による 
組織風土づくり 

アンコンシャス・バイアスとは、「無意識のバイアス（思い
込み・偏見）」を意味します。無意識であるがゆえに自分自
身では気づきにくく、ダイバーシティ＆インクルージョンを
進める上での障壁にもなりかねません。味の素（株）では 
2018年以降、アンコンシャス・バイアス研修を実施してい
ます。この研修は、自身の無意識のバイアスに気づき、人と
の関わりや物事の判断にどのような影響を与えるのかを考
え、思考や行動を自らコントロールすることを目的としたも
のです。 

2018年に経営層および人事部門を対象に実施、2019 
年10月より全従業員の受講を順次開始しています。これを
きっかけに、多様な意見を受け入れ、新たな視点による創
意工夫が日常的に生まれる組織風土づくりを目指します。

様々なイノベーションをタイムリーに生み出していくた
めには、性別、年齢、国籍、経歴等、多様なバックグラウンド
をもつ人財が能力を発揮する必要があります。ダイバーシ
ティ＆インクルージョンの推進は味の素グループにとって
重要な経営戦略です。 

味の素グループでは、多様な人財を採用・登用するだけ
でなく、「働き方の多様性」や「キャリアの多様性」を実現す
る仕組みの整備を進めています。同時に、多様性を受容す
る組織風土づくりも推進しています。 

世界の中でも特に遅れているといわれる日本から具体
的な取り組みを始めています。味の素（株）の課題は女性
リーダーを増やし、企業文化の変革を加速させることであ
り、2030年度までに取締役とライン責任者の女性比率を
それぞれ30%にすることを目標としています。

女性人財の昇格登用を支援する  
「女性人財の育成委員会」 

女性人財の昇格登用支援や活躍推進を目的として、 
2017年10月にダイバーシティ・人財担当役員を委員長と
する「女性人財の育成委員会」を設置しました。同委員会に
よる取り組みの一つとして、メンタープログラムを実施して
います。役員や組織長が女性従業員（マネージャー以上
クラス）のメンターとなり、直属の上司以外の客観的な視点
による能力開発支援をするもので、上位職務への任用の
加速を目的としています。女性従業員にとって視野を広げ
ることができるほか、社内人脈の拡大等のメリットがあり
ます。

研修の様子

取締役とライン責任者の女性登用の割合（味の素（株））

2019年度実績12.5％ 2030年度目標 30％
女性取締役比率

2019年度実績6％ 2030年度目標 30％
女性ライン責任者比率

詳しくは「サステナビリティデータブック2020」をご覧ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/library/databook.html
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