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地球環境の
負荷削減・再生

健康でより豊かな
暮らしへの貢献

当社グループを取り巻く外部環境認識、ASVを通じた価値創造能力に実質的な影響を及ぼすマテリアリティ、
事業を推進する強み、環境負荷削減と栄養へのアプローチ等は次ページ以降をご覧ください。

地球環境の
負荷削減・再生

健康でより豊かな
暮らしへの貢献
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ASVエンゲージメント
（「ASVの自分ごと化」）

コーポレートブランド価値時価総額

企業価値

株主、投資家

従業員

生活者と顧客

自分らしく
前向きになれる

料理がおいしく
楽しくなる

健康習慣づくり

経営資源

重点6事業
調味料　栄養・加工食品　S&I　冷凍食品　ヘルスケア　電子材料

エコシステムによる価値共創
イノベーション促進

お客様価値（社会価値）の向上

志：食と健康の課題解決

ウェルネスの共創

経済価値の向上

イノベーションの源泉

新しい価値を
創り出す力

アミノ酸の
はたらき

志への共感
（従業員・パートナー）

健康ビッグデータの活用
スタートアップとの協業 リソース・アセットの共有

気候変動対応

食資源の持続可能性／
生物多様性の保全

2030年までに

10億人の健康寿命を延伸 環境負荷を50%削減

人的資本
● 多様な人財（33,461名）
● 経営役員現地化比率39%

社会・関係資本
● 現地適合力（36ヵ国展開）
● 製品販売国・地域130超
● 幅広い顧客（BtoC／BtoB）
●　強固なビジネスリレーションシップ
●　ブランド・品質への信頼

製造資本
● 120工場

知的資本
● 技術力
 （先端バイオ・ファイン／おいしさ設計）
● 研究開発要員1,700名

財務資本
● 3ヵ年で
 4,000億円のキャッシュイン
　2,900億円を成長投資へ

自然資本
● 農作物（サトウキビ、キャッサバ等）、水

2030年のアウトカム実現への道筋

2030年のアウトカム実現への道筋
味の素グループは、経営資源を重点事業へ集中し、アミノ酸のはたらきと新しい価値を創り出す力を掛け合わ
せ、「食と健康の課題解決」という志への共感を広げることで、イノベーションを促進するとともに多様なパー
トナーと価値を共創し、「地球環境の負荷削減・再生」「健康でより豊かな暮らしへの貢献」に取り組みます。そし
て、お客様価値を向上し、2030年までに「10億人の健康寿命の延伸」「環境負荷50％削減」のアウトカムを両
立して実現することを目指します。
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2030年のアウトカム実現への道筋

大切な人のために栄養バランスに配慮して食材を選び、
おいしい料理を作る。そして、食事をしながら楽しい時間
を共に過ごす。こうした日常の繰り返しが健康寿命の延伸
につながると言われています。当社グループは、「Nutrition 
Without Compromise（妥協なき栄養）」を基本姿勢とし
た取り組みで生活者の毎日の生活に寄り添い、「料理がお
いしく楽しくなる」「自分らしく前向きになれる」といった価
値の提供を通じて、健康習慣が自然と実践される、健康で
より豊かな暮らしへ貢献します。

昆布だしのおいしさへの“なぜ”からうま味調味料「味
の素Ⓡ」を生み出したように、味の素グループは新しい価
値を創り出す力を磨きながら「アミノ酸のはたらき」の可
能性を広げ、食品からヘルスケア、電子材料等へ事業を
拡大してきました。また、「志への共感」を広げることで、
従業員のASVエンゲージメントを高め、志でつながる多様
なパートナーとエコシステムを構築してきました。これか
らも、イノベーションとエコシステムによる価値共創によっ
てお客様価値を向上し、経済価値を創出するサイクルを回
し続けることで、企業価値を持続的に向上していきます。

味の素グループの事業は、主要原料や、おいしさや栄養
の源である食材等の食資源の持続可能性の上に成り立っ
ています。現在、それを支える地球環境が限界（プラネタ
リーバウンダリー）を超えつつあり、再生に向けた対策が急
務となっています。そのため、まず気候変動への対応等環
境負荷の削減を進めながら、フードシステムをより強靭な
ものへ再構築することに取り組み、これを通じて地球環境
の再生にも貢献していきます。

企業価値を高めるサイクル

創出する社会価値

味の素グループ 26 統合報告書 2021

Dear Stakeholders Our Vision & Strategy Management Plan Our Governance



世界人口の増加*1

グローバルな高齢化 気候変動

パンデミックを契機とした
新常態への移行

デジタルの活用加速

● 食料・水・エネルギーの需要拡大

2019年

77

2020年

2050年

97 +50%
*2

+4.8℃

*1 国連（UN）（2019）　*2 国連食糧農業機関（FAO）（2017）　*3 国連（UN）（2020）
*4 国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC）（2013）

2012年と比較した
2050年までに増やすべき食料生産

65歳以上人口*3

● 健康寿命の延伸ニーズの高まり
● ヘルスケア領域の需要拡大

21世紀末までの
世界平均地上気温の変化*4

● 生活者の行動様式の変化
 （巣ごもり、外出控え、デリバリー増等） 
● 衛生意識・健康管理意識の向上 
● 物資の安定供給への意識の高まり
 （地産地消傾向ほか） 
● 社会分断
 （貧富二極化、貧困層・失業者の増加等） 
● 孤食の深刻化 
● グリーン・リカバリーの推進

● 新たなビジネス機会・競合の出現 
● 情報・製品・サービスの
 提供方法の変化（EC等） 
● 消費者との直接コミュニケーション
機会の増加 

● Z世代の影響力の増加

● 脱炭素化の加速
● 自然災害による物理的被害
● 原材料調達の不安定化
● サプライチェーンの分断

億人億人

7.3億人
2050年

15億人
食と健康の課題解決への
貢献

生活者のライフスタイルの
変化に対する迅速な提案

製品の安全・安心の確保 多様な人財の活躍 気候変動への適応とその緩和

資源循環型社会実現への貢献 持続可能な原材料調達フードロスの低減

ガバナンスの強化 グローバルな
競争激化への備え水資源の保全

マテリアリティ項目と
貢献するSDGsの
ゴール

味の素グループを取り巻く環境認識

外部環境認識とマテリアリティ

価値創造能力に影響を及ぼすマテリアリティ
味の素グループは、アウトカムを創出し、目指す姿を実現する上で関わりの深い
マクロ環境として以下を認識しています。その認識のもとマテリアリティ項目を特定し、
最新の社会情勢やステークホルダーの意見・期待を踏まえて継続的に見直しています。
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味の素グループを取り巻く環境認識
味の素グループでは、マクロ環境の変化を踏まえ、ASV

を通じた短中長期の価値創造能力に実質的な影響を及ぼ
すマテリアリティを特定しています。さらにマテリアリティ
から機会・リスクを抽出し、重要度・優先度を明確にして、
事業活動を展開しています。

マテリアリティ項目は、最新の社会情勢およびステークホ
ルダーのご意見・期待を踏まえ、継続的に見直しています。

2015年度 マテリアリティ項目の抽出・整理

2016年度 有識者に対するSDGsアンケート調査
（2015年に発表されたSDGsを踏まえて当社グルー
プの課題やアプローチを見直すことを目的に実施）

2017年度 SDGsとマテリアリティとの関連性の分析／
多様なステークホルダーとの対話

2018-
2019年度

マテリアリティの見直し
（マテリアリティを26項目から11項目に整理）

● 社外有識者へのヒアリング
● 取締役会での妥当性評価

2020年度～ マテリアリティの年次見直し

外部環境認識とマテリアリティ

マテリアリティ特定プロセス

詳しくは「サステナビリティデータブック2021」をご覧ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/library/databook.html

詳しくはマテリアリティ一覧をご覧ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/activity/csr/pdf/2020/materiality_
jp_2106.pdf
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ASVを実践する
人財

世界中の食と健康の
課題を解決

先端バイオ・
ファイン技術 現地適合力AND

激しく変化する市場環境や多様化する顧客・生活
者ニーズに対応するため、これまでに研究開発体
制を再編し、2020年に研究開発企画部をR&B
（Research & Business）企画部に改称しました。
R&B企画部が中心となり、グループ全体の研究テー
マ設定、資源配分、人財育成、市場導入期の事業運
営等を行っています。自分たちが作りたいものでは
なく、お客様が求めているものに対してどのような
価値を提供するかという視点で研究・開発に取り組
み、事業と連動しながらオープン&リンクイノベー
ションを展開しています。

競争優位性向上に向けて 競争優位性向上に向けて
近年、生活者のライフスタイルや価値観の多様化が
進み、食生活にも変化が起きています。こうした変
化を捉えて、味の素グループでは健康・栄養ニーズ
に配慮した製品、調理時間を短縮できる調味料等の
開発・販売を強化しています。現地のディストリ
ビューター等との連携を強化することで、より深く
生活者ニーズを理解し、地域に根ざした製品を現地
に浸透させるとともに、今後のマーケティング・営業
戦略に役立てていきます。

味の素グループは、アミノ酸研究を軸に「先端バイオ・ファ
イン技術」を磨き、さらにそこから生まれた「おいしさ設計
技術Ⓡ」を強みとした食品事業と、アミノ酸の機能と技術を
活用したヘルスケア・電子材料等の事業を展開しています
（P.31-32参照）。現在、世界14ヵ国の数十の研究拠点に
在籍する研究開発要員は約1,700名。食品、発酵・バイオ、
化学、工学等、様々な分野の専門人財が、地域・技術横断
的に連携しながら、研究開発を進めています。

味の素グループは、各国・地域の顧客や生活者のニーズを
深く理解・分析した上で、各地で最適な製品・サービスを
展開しています。こうした現地適合のマーケティング力お
よび営業力を活かし、例えば食品事業では、130超の国・
地域で現地の嗜好に合うおいしさと栄養改善に貢献する
調味料、栄養・加工食品、冷凍食品等を提供しています。
ドライセイボリーはグローバルシェアNo.1を獲得してい
ます。

ASVを実現し、持続的に成長し続ける企業であるために
は、多様な人財が、適所適財で能力を発揮していくことが
不可欠です。味の素グループでは、「ASVの自分ごと化」と
能力開発、人財の多様性（ダイバーシティ＆インクルー
ジョン）を推進し、多様な強みを持つ従業員一人ひとりが働
きがいを実感しながら能力を発揮できる環境づくりに取り
組み、イノベーティブな企業風土の醸成を進めています。

* うま味調味料と風味調味料

競争優位性向上に向けて
2020-2022年度は、人財投資を2017-2019年度
の約2.5倍に高め、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て
います。また、従業員一人ひとりの課題解決力を高
めるため、デジタル、栄養、環境に関するリテラシー
向上をはじめとした能力開発を強化しています。ダ
イバーシティ＆インクルージョンの推進を重要な経
営戦略と位置付け、「働き方の多様性」や「キャリア
の多様性」を実現する仕組みを整えています。

ドライセイボリー*の市場シェアと順位
（2020年）

23％

1位

現地適合力

研究開発投資額

研究開発要員数

1,700名

約870億円
（2020-2022年度）

先端バイオ・
ファイン技術

ASVを
実践する人財

従業員数

33,461名
（2021年3月31日現在）

経営役員の現地化比率

39％
（2020年度）

事業を推進する強み

先端技術と現地適合、それを支えるASV人財
味の素グループのコアコンピタンスは、アミノ酸研究を軸とした先端バイオ・ファイン技術と、
各国・地域への深い理解に基づく現地適合力です。
さらに、約33,000名のグループ従業員がこれらを融合・進化させながら、ASVの実践に取り組んでいます。

P.31-32 「先端バイオ・ファイン技術」をご覧ください。
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ASVを実践する
人財

世界中の食と健康の
課題を解決

先端バイオ・
ファイン技術 現地適合力AND

激しく変化する市場環境や多様化する顧客・生活
者ニーズに対応するため、これまでに研究開発体
制を再編し、2020年に研究開発企画部をR&B
（Research & Business）企画部に改称しました。
R&B企画部が中心となり、グループ全体の研究テー
マ設定、資源配分、人財育成、市場導入期の事業運
営等を行っています。自分たちが作りたいものでは
なく、お客様が求めているものに対してどのような
価値を提供するかという視点で研究・開発に取り組
み、事業と連動しながらオープン&リンクイノベー
ションを展開しています。

競争優位性向上に向けて 競争優位性向上に向けて
近年、生活者のライフスタイルや価値観の多様化が
進み、食生活にも変化が起きています。こうした変
化を捉えて、味の素グループでは健康・栄養ニーズ
に配慮した製品、調理時間を短縮できる調味料等の
開発・販売を強化しています。現地のディストリ
ビューター等との連携を強化することで、より深く
生活者ニーズを理解し、地域に根ざした製品を現地
に浸透させるとともに、今後のマーケティング・営業
戦略に役立てていきます。

味の素グループは、アミノ酸研究を軸に「先端バイオ・ファ
イン技術」を磨き、さらにそこから生まれた「おいしさ設計
技術Ⓡ」を強みとした食品事業と、アミノ酸の機能と技術を
活用したヘルスケア・電子材料等の事業を展開しています
（P.31-32参照）。現在、世界14ヵ国の数十の研究拠点に
在籍する研究開発要員は約1,700名。食品、発酵・バイオ、
化学、工学等、様々な分野の専門人財が、地域・技術横断
的に連携しながら、研究開発を進めています。

味の素グループは、各国・地域の顧客や生活者のニーズを
深く理解・分析した上で、各地で最適な製品・サービスを
展開しています。こうした現地適合のマーケティング力お
よび営業力を活かし、例えば食品事業では、130超の国・
地域で現地の嗜好に合うおいしさと栄養改善に貢献する
調味料、栄養・加工食品、冷凍食品等を提供しています。
ドライセイボリーはグローバルシェアNo.1を獲得してい
ます。

ASVを実現し、持続的に成長し続ける企業であるために
は、多様な人財が、適所適財で能力を発揮していくことが
不可欠です。味の素グループでは、「ASVの自分ごと化」と
能力開発、人財の多様性（ダイバーシティ＆インクルー
ジョン）を推進し、多様な強みを持つ従業員一人ひとりが働
きがいを実感しながら能力を発揮できる環境づくりに取り
組み、イノベーティブな企業風土の醸成を進めています。

* うま味調味料と風味調味料

競争優位性向上に向けて
2020-2022年度は、人財投資を2017-2019年度
の約2.5倍に高め、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て
います。また、従業員一人ひとりの課題解決力を高
めるため、デジタル、栄養、環境に関するリテラシー
向上をはじめとした能力開発を強化しています。ダ
イバーシティ＆インクルージョンの推進を重要な経
営戦略と位置付け、「働き方の多様性」や「キャリア
の多様性」を実現する仕組みを整えています。

ドライセイボリー*の市場シェアと順位
（2020年）

23％

1位

現地適合力

研究開発投資額

研究開発要員数

1,700名

約870億円
（2020-2022年度）

先端バイオ・
ファイン技術

ASVを
実践する人財

従業員数

33,461名
（2021年3月31日現在）

経営役員の現地化比率

39％
（2020年度）

事業を推進する強み

P.57-60 「人財と組織のマネジメント改革」をご覧ください。
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抽出技術
小麦等の天然物から抽出によりアミノ酸や核酸を生産する技術

精製技術を進化させ、
医薬用としての
アミノ酸の用途を開拓

発酵技術
微生物を用いて糖から発酵によりアミノ酸や核酸を生産する技術

合成技術
アミノ酸等の種々の原料から化学反応により様々な製品を生産する技術

加工・設計技術
配合、フィルム化、分子設計等により種々の原料を加工・設計する技術

評価・解析技術
おいしさ・栄養・機能を分析、解析する技術

化成品、電子材料、
医薬中間体に展開 （医薬品の受託製造）

1909 1940 1960 1980 2000 2020

食品用・医薬用
製品に応用

加工食品、
機能性食品、
サプリメント等に展開

食と健康の
課題解決へ

発酵技術

合成技術

加工・設計技術

評価・解析技術

アミノ酸関連技術の発展

「おいしさ設計技術®」

「AJI-PMap®」による製品化の速度向上

「おいしさ」を評価・解析し、再現する技術

「AJI-PMap®」

味わう 感覚認知 味の特徴を言語化、
数値化

製品・サービス
の提供

レシピ開発・
工業化

おいしさの
再現

アミノ酸の生産を通じて得られた技術をベースに、世界で初めて液
状樹脂のフィルム化に成功し「味の素ビルドアップフィルム®」が生
まれました。 パソコンの頭脳である高性能半導体のパッケージ基板
用層間絶縁材料として使われています。

食品会社が電子材料？
人のからだの2割はアミノ酸でできており、アミ
ノ酸は全ての生き物にとって必要不可欠な栄養
素です。アミノ酸には「食べ物をおいしくする」
「成長、発育を促す」「体調を整える」等のはたら
きがあります。これらを科学的に追求し、独自の
技術・素材を駆使することで、新たな価値を提
供していきます。

アミノ酸のはたらきとは
人のからだの構成成分

その他 5%

脂肪 15%

水分 60%

アミノ酸（たんぱく質）
20%

アミノ酸の4つの機能
呈味機能
● 食べ物をおいしくする
栄養機能
● 成長、発育を促す ● 消耗を回復する
生理機能
● 体調を整える
反応性
● 新たな機能を生み出す

事業を推進する強み

先端バイオ・ファイン技術
うま味物質のグルタミン酸がアミノ酸の一種であることから、
味の素グループは創業以来100年以上にわたり、アミノ酸研究を軸に先端バイオ・ファイン技術を蓄積し、
磨いてきました。さらにそこから「おいしさ設計技術®」を生み出しました。
これからも生み出した技術や素材を活かし、お客様のニーズにお応えします。
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抽出技術
小麦等の天然物から抽出によりアミノ酸や核酸を生産する技術

精製技術を進化させ、
医薬用としての
アミノ酸の用途を開拓

発酵技術
微生物を用いて糖から発酵によりアミノ酸や核酸を生産する技術

合成技術
アミノ酸等の種々の原料から化学反応により様々な製品を生産する技術

加工・設計技術
配合、フィルム化、分子設計等により種々の原料を加工・設計する技術

評価・解析技術
おいしさ・栄養・機能を分析、解析する技術

化成品、電子材料、
医薬中間体に展開 （医薬品の受託製造）

1909 1940 1960 1980 2000 2020

食品用・医薬用
製品に応用

加工食品、
機能性食品、
サプリメント等に展開

食と健康の
課題解決へ

発酵技術

合成技術

加工・設計技術

評価・解析技術

アミノ酸関連技術の発展

「おいしさ設計技術®」

「AJI-PMap®」による製品化の速度向上

「おいしさ」を評価・解析し、再現する技術

「AJI-PMap®」

味わう 感覚認知 味の特徴を言語化、
数値化

製品・サービス
の提供

レシピ開発・
工業化

おいしさの
再現

アミノ酸の生産を通じて得られた技術をベースに、世界で初めて液
状樹脂のフィルム化に成功し「味の素ビルドアップフィルム®」が生
まれました。 パソコンの頭脳である高性能半導体のパッケージ基板
用層間絶縁材料として使われています。

食品会社が電子材料？
人のからだの2割はアミノ酸でできており、アミ
ノ酸は全ての生き物にとって必要不可欠な栄養
素です。アミノ酸には「食べ物をおいしくする」
「成長、発育を促す」「体調を整える」等のはたら
きがあります。これらを科学的に追求し、独自の
技術・素材を駆使することで、新たな価値を提
供していきます。

アミノ酸のはたらきとは
人のからだの構成成分

その他 5%

脂肪 15%

水分 60%

アミノ酸（たんぱく質）
20%

アミノ酸の4つの機能
呈味機能
● 食べ物をおいしくする
栄養機能
● 成長、発育を促す ● 消耗を回復する
生理機能
● 体調を整える
反応性
● 新たな機能を生み出す

事業を推進する強み

人は食べる時に、見る、聞く、嗅ぐ、触る、味わうという五感により、
その食品がおいしいかどうかを総合的に判断します。味の素グルー
プは、統計解析技術を用いて「おいしい」という感覚を最大化するた
めの特徴を言語化、数値化する独自技術「AJI-PMap®」を有してい
ます。AJI-PMap®で言語化、数値化した味の特徴をもとに、おいし
さを再現した製品のレシピ開発の速度を向上させています。最近で
は、購買意欲につながる心理的な要素を予測する技術「AJI-EMap」
を開発し、お客様とのコミュニケーションに活かしています。

最新事例

「おいしい」感覚を言語化する「AJI-PMap®」
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KPI課題

気候変動対応

資源循環型
社会の実現

サステナブル
調達の実現

温室効果ガス

森林破壊
生物多様性
人権
動物との共生

水リスク

持続可能な
調達比率

飲料使用水森林涵養率

水使用量削減率*1

紙
パーム油
大豆
コーヒー豆、牛肉

温室効果ガス排出量削減率
（スコープ1、2総量）

プラスチック廃棄物 プラスチック廃棄物

フードロス

目標 

FY25 ： 30%削減（対FY18）
FY30 ： 50%削減（対FY18）

FY30 ： 課題原料100%

FY25 ： 100%以上

FY30 ： 80%削減（対FY05）

FY30 ： ゼロ化*2

FY25 ： 50%削減（対FY18）

FY20（実績）

14%削減

94%
84%
68%*4

リスク評価開始

107%

78％削減

ー

11％増加フードロス削減率*3

気候変動
対応

プラスチック
廃棄物削減

フードロス
低減

～FY20 FY21 FY22 FY25 FY30 FY50

リデュース ： 薄肉化、紙化

リサイクル ： モノマテリアル包装資材への転換のための技術開発

外部連携加速 ： 回収・再生仕組みづくりへの貢献

プラスチック廃棄物
ゼロ化

生産工程の収率・歩留まり向上、飼料・肥料化等有用化推進、生販管理の高度化等

フードロス低減につながる外食・中食用の製品開発、家庭内のロス削減提案、原料サプライヤーとの連携等

フードロス削減率（対FY18） 50％*3

SBT*5認定

加速
RE100*6コミット

内部カーボンプライシング制度導入

燃料転換、再生可能エネルギー利用、バイオマスボイラー等システム導入、省エネルギー活動

スコープ3　外部連携加速、新技術の開発・導入
オンサイト型アンモニア生産システム導入

温室効果ガス排出量削減率
（対FY18）
50%（スコープ１、２）
24%（スコープ3 )

TCFD賛同 シナリオ分析 TCFDフル開示

フードロス削減率（対FY18） 50%
（製品ライフサイクル全体）

*1 対生産量原単位削減率 　*2 有効利用されずに環境に流出するプラスチックをゼロにすること　*3 原料受け入れからお客様納品まで　
*4 国内事業向け調達分　*5 Science Based Targetsの略。パリ協定の水準に整合する、科学的根拠に基づいた温室効果ガス排出削減目標のこと。
*6 事業運営を100％再生可能エネルギーでまかなうことを目指す企業が加盟している国際イニシアティブ

2020-2025中期経営計画の目標

シナリオ分析により抽出された主なリスクとそれに対する施策

「環境負荷50％削減」に向けたロードマップ

炭素税増加による
財務インパクト

原材料調達

市場

施策

● 機会を捉えた製品の開発

● 供給安定性調査と管理体制の強化
● 調達先の多様化　
● 代替原材料探索、フードロス低減

● 内部カーボンプライシング制度導入
● 燃料転換　
● 再生可能エネルギー利用

リスク

● 日本の人口減少や高齢化による市場縮小
● 温暖化による温かい料理・飲み物の需要減

● 水ストレスや家畜の感染症増加等による農畜産物の調達不安定化
● 原材料単価上昇

2030年度 ： 約200億円
2040年度 ： 約300億円

●  プラスチックの使用は、製品の安全性や品質に必要
な最小限の用途と量に厳選（リデュース）

●  使用するプラスチックは、全てモノマテリアルまた
はその他のリサイクルに適した素材に転換（リサイ
クル）

●  味の素グループの製品を生産、販売するそれぞれの
国・地域における回収、分別、リサイクルの社会実装
に向けた取り組みを支援し貢献

プラスチック廃棄物ゼロ化に向けては、モノマテリア
ル包装資材への転換のための技術開発を進めながら
2025年度までにリデュースを完了し、2030年度まで
にリサイクルに適した素材への転換を完了させる計画
です。

2030年度のゴール

環境負荷削減と栄養へのアプローチ

アウトカムの実現に向けた取り組み
味の素グループの事業は、安定した食資源に基づく健全なフードシステムと、それを支える豊かな地球環境の
上に成り立っています。「環境負荷の50%削減」と「10億人の健康寿命を延伸」の両立実現に向け、中長期的な
目標とKPIを設定し、強みを活かしながら、様々な取り組みを着実に進めています。

定し、特に気候変動対応、プラスチック廃棄物削減、フード
ロス低減に重点的に取り組んでいます。これらはいずれも
自社の活動だけでなくライフサイクル全体での目標を設定
しており、外部との連携を強化することでの達成を目指し
ています。

地球環境が限界を迎えつつある現在、その再生に向け
た対策は味の素グループの事業にとって喫緊の課題です。
気候変動対応、食資源の持続可能性の確保、生物多様性
の保全といった「環境負荷削減」によって初めて「健康寿命
の延伸」に向けた取り組みを持続的に実現できると考えて
います。2020-2025中期経営計画では、下表の目標を設

環境負荷50%削減へのアプローチ
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KPI課題

気候変動対応

資源循環型
社会の実現

サステナブル
調達の実現

温室効果ガス

森林破壊
生物多様性
人権
動物との共生

水リスク

持続可能な
調達比率

飲料使用水森林涵養率

水使用量削減率*1

紙
パーム油
大豆
コーヒー豆、牛肉

温室効果ガス排出量削減率
（スコープ1、2総量）

プラスチック廃棄物 プラスチック廃棄物

フードロス

目標 

FY25 ： 30%削減（対FY18）
FY30 ： 50%削減（対FY18）

FY30 ： 課題原料100%

FY25 ： 100%以上

FY30 ： 80%削減（対FY05）

FY30 ： ゼロ化*2

FY25 ： 50%削減（対FY18）

FY20（実績）

14%削減

94%
84%
68%*4

リスク評価開始

107%

78％削減

ー

11％増加フードロス削減率*3

気候変動
対応

プラスチック
廃棄物削減

フードロス
低減

～FY20 FY21 FY22 FY25 FY30 FY50

リデュース ： 薄肉化、紙化

リサイクル ： モノマテリアル包装資材への転換のための技術開発

外部連携加速 ： 回収・再生仕組みづくりへの貢献

プラスチック廃棄物
ゼロ化

生産工程の収率・歩留まり向上、飼料・肥料化等有用化推進、生販管理の高度化等

フードロス低減につながる外食・中食用の製品開発、家庭内のロス削減提案、原料サプライヤーとの連携等

フードロス削減率（対FY18） 50％*3

SBT*5認定

加速
RE100*6コミット

内部カーボンプライシング制度導入

燃料転換、再生可能エネルギー利用、バイオマスボイラー等システム導入、省エネルギー活動

スコープ3　外部連携加速、新技術の開発・導入
オンサイト型アンモニア生産システム導入

温室効果ガス排出量削減率
（対FY18）
50%（スコープ１、２）
24%（スコープ3 )

TCFD賛同 シナリオ分析 TCFDフル開示

フードロス削減率（対FY18） 50%
（製品ライフサイクル全体）

*1 対生産量原単位削減率 　*2 有効利用されずに環境に流出するプラスチックをゼロにすること　*3 原料受け入れからお客様納品まで　
*4 国内事業向け調達分　*5 Science Based Targetsの略。パリ協定の水準に整合する、科学的根拠に基づいた温室効果ガス排出削減目標のこと。
*6 事業運営を100％再生可能エネルギーでまかなうことを目指す企業が加盟している国際イニシアティブ

2020-2025中期経営計画の目標

シナリオ分析により抽出された主なリスクとそれに対する施策

「環境負荷50％削減」に向けたロードマップ

炭素税増加による
財務インパクト

原材料調達

市場

施策

● 機会を捉えた製品の開発

● 供給安定性調査と管理体制の強化
● 調達先の多様化　
● 代替原材料探索、フードロス低減

● 内部カーボンプライシング制度導入
● 燃料転換　
● 再生可能エネルギー利用

リスク

● 日本の人口減少や高齢化による市場縮小
● 温暖化による温かい料理・飲み物の需要減

● 水ストレスや家畜の感染症増加等による農畜産物の調達不安定化
● 原材料単価上昇

2030年度 ： 約200億円
2040年度 ： 約300億円

●  プラスチックの使用は、製品の安全性や品質に必要
な最小限の用途と量に厳選（リデュース）

●  使用するプラスチックは、全てモノマテリアルまた
はその他のリサイクルに適した素材に転換（リサイ
クル）

●  味の素グループの製品を生産、販売するそれぞれの
国・地域における回収、分別、リサイクルの社会実装
に向けた取り組みを支援し貢献

プラスチック廃棄物ゼロ化に向けては、モノマテリア
ル包装資材への転換のための技術開発を進めながら
2025年度までにリデュースを完了し、2030年度まで
にリサイクルに適した素材への転換を完了させる計画
です。

2030年度のゴール

環境負荷削減と栄養へのアプローチ

当社グループは、2030年度までに有効利用されずに環
境に流出するプラスチックをゼロにすべく、グループ全体
で戦略的に取り組んでいます。

2020年度の味の素グループのプラスチック使用量は
69千トンで、その90%強を製品包装資材が占めます。69
千トンのうち約30千トンについてはすでにモノマテリアル
包装資材や紙への転換が進んでいます。残りの約40千
トンについて、2020年度にモノマテリアル包装資材への
転換のための技術開発やリユースの取り組みを開始しまし
た。また、業種を超えた幅広い関係者の連携を強めてイノ
ベーションを加速するためのプラットフォーム「CLOMA」*6

や、リサイクル業のグローバルなスタートアップである米
国のテラサイクル社が開発した容器回収・再利用事業

「Loop（ループ）」にパートナー企業として参画し、活動を進
めています。

2021年度は、技術開発テーマや各国・地域におけるプ
ラスチック・リサイクルの仕組みづくりの貢献について、さ
らに検討を進めていきます。

プラスチック廃棄物削減の取り組みと進捗

2020年度の味の素グループの温室効果ガス排出量は、
新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり生産量が減少
した工場があったこと等により、スコープ１*1とスコープ２*2

の合計で約191万CO2トン、基準年である2018年度に対
し14％削減、スコープ３*3は約1,179万CO2トンで同1％
の削減となりました。2021年度は、温室効果ガス排出量
半減のための詳細な計画を策定し、実行に移す予定です。
また、内部カーボンプライシング制度*4を活用した脱炭素
推進策の策定およびスコープ3の原料サプライヤーとの協
働プランの策定も行う予定です。

気候変動への取り組みと進捗 一方、TCFD*5提言の中で求められているシナリオ分析
については、2019年度に2100年に平均気温が2℃上昇
する前提での2050年度の影響分析を「味の素®」を対象に
実施したのに続き、2020年度は他の食品や化成品等の主
力品に対象を拡げて、2100年に平均気温が2℃および4℃
上昇した場合の2030年度の影響分析を実施しました。
2021年度は2020年度と同様の前提で2050年度の影響
分析を実施する予定です。
*1  事業者自らによる温室効果ガスの直接排出
*2  他者から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
*3  その他の排出（製品の使用・廃棄、輸送、従業員の出張・通勤、投資等）
*4  企業内部で独自に炭素価格を設定し、低炭素投資・対策を推進する仕組み
*5  Task Force on Climate-related Financial Disclosuresの略

*6  クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス（英文名：Japan Clean 
Ocean Material Alliance）

詳しくは「サステナビリティデータブック2021」をご覧ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/library/databook.html

詳しくは「サステナビリティデータブック2021」をご覧ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/library/databook.html
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誕生 平均寿命

健康損失期間 DALYs = YLD + YLL

病気や怪我による損失期間（YLD) 早期死亡による損失期間（YLL)

健康な生存期間

健康寿命

死亡

味の素グループの栄養へのアプローチ

● 生活者との豊富な接点を活かし、うま味によるおいしい減塩の実践を支援
 ● 7億人の生活者との接点を活かして、うま味による減塩の認知を高め、より多くの人々がおいしさを損なうことなく減塩を実践できる
ように支援します。

● 健康に役立つ製品の提供により、生活者の健康増進に貢献
 ● 味の素グループ栄養プロファイリングシステム（ANPS）を製品開発に活用します。そして、おいしさを大切にしつつ、栄養価値を高めた
製品の割合を2030年度までに60％に増やします。

 ● 栄養価値を高めた製品のうち、「おいしい減塩」「たんぱく質摂取」に役立つ製品を、2030年度までに年間4億人に提供します。
 ● アミノ酸の生理機能や栄養機能を活用し、2030年度までに、健康に貢献する製品の利用機会を2020年度と比べて2倍に増やします。

● 健康や栄養改善に役立つ情報の提供により、生活者の意識・行動変容を支援
 ● 健康と栄養改善に役立つ情報や実践しやすく食習慣の改善につながるメニュー・レシピを提供し、おいしく栄養バランスの良い食事の
実践と健康的な生活を支援します。

● 従業員の栄養リテラシー向上
 ● 職場での健康的な食事の提供、栄養教育、健康診断、産育休制度を推進し、全従業員の健康維持・増進を図ります。
 ● 2025年度までに、従業員向けの栄養教育を延べ10万人に対し実施します。

私たちは、2030年までに、生活者との接点を現在の7億人から増やすとともに、「妥協なき栄養」のアプローチに
より以下の取り組みを進め、おいしさに加え栄養の観点で顧客価値を高めた製品・情報を提供することで、10億人
の健康寿命の延伸に貢献します。

栄養コミットメント

健康寿命とDALYsの関係

味の素グループは、2050年度までに製品ライフサイク
ル全体で発生するフードロスを2018年度比で半減すると
いう長期ビジョンを掲げ、2025年度までに原料受け入れ
からお客様への納品までに発生するフードロスを2018年
度比で半減することを目指しています。

2020年度は、多くの工場でフードロス低減に対する取
り組みが進んだものの、米国の冷凍食品工場における新製

品、新ライン立ち上げ時のロス等により、フードロス発生
量は基準年である2018年度に対し11%増となりました。

2021年度は各工場における歩留まり改善やトラブル削
減等の取り組みを推進しつつ、ライフサイクル全体のフー
ドロス低減に向け、測定方法とKPIの設定や原料サプライ
ヤーとの協働施策の検討を進めます。

フードロス低減の取り組みと進捗

環境負荷削減と栄養へのアプローチ

各ローカル市場の慣習や食の嗜好、資源、原料、ステーク
ホルダーを尊重し、われわれのオペレーションモデルをそ
れらに適応させています。さらに社会課題や生活者の食へ
の価値観の多様化、すなわち個々人に適した対応も重視し
ていきます。おいしく、便利で簡単に入手でき、地域の食
習慣や嗜好を尊重した栄養価値の高い食品があるからこ
そ、生活者は栄養バランスの良い食事を長期にわたって継
続できると、味の素グループは考えています。
「2030年までに10億人の健康寿命を延伸」の実現に向

け、栄養改善での道筋とそのKPIを示すコミットメントを
2021年に策定しました。今後、コミットメントの進捗を確
認しながら、さらに栄養改善に関する活動を推進していき
ます。

過剰な塩分摂取がもたらす高血圧や心疾患のリスク、高
齢者の栄養不足による虚弱化等、食とライフスタイルに起
因する健康課題が世界中で増大しています。こうした課題
の解決には、日常的な食生活における栄養バランスの改善
が重要です。味の素グループは、毎日の食生活に密接に関
わる食品企業として、次の3つを妥協しない「Nutrition 
Without Compromise（妥協なき栄養）」を基本姿勢とし
た取り組みを推進しています。1つ目は「おいしさ」です。
創業の礎であるアミノ酸のはたらきを活かし、減塩等の健
康価値だけでなくおいしさも追求します。2つ目は「食へ
のアクセス（あらゆる人に栄養を届ける）」です。世界には
入手可能な食品が限られている人々がいますが、製品、原
料、流通、利便性等に対する取り組みを通じて、全ての人
が健康的で栄養価の高い食事を摂ることができるよう努め
ます。最後に「地域や個人の食生活」です。事業を展開する

栄養へのアプローチ

詳しくは「サステナビリティデータブック2021」をご覧ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/library/databook.html

詳しくは「サステナビリティデータブック2021」をご覧ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/library/databook.html
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誕生 平均寿命

健康損失期間 DALYs = YLD + YLL

病気や怪我による損失期間（YLD) 早期死亡による損失期間（YLL)

健康な生存期間

健康寿命

死亡

味の素グループの栄養へのアプローチ

● 生活者との豊富な接点を活かし、うま味によるおいしい減塩の実践を支援
 ● 7億人の生活者との接点を活かして、うま味による減塩の認知を高め、より多くの人々がおいしさを損なうことなく減塩を実践できる
ように支援します。

● 健康に役立つ製品の提供により、生活者の健康増進に貢献
 ● 味の素グループ栄養プロファイリングシステム（ANPS）を製品開発に活用します。そして、おいしさを大切にしつつ、栄養価値を高めた
製品の割合を2030年度までに60％に増やします。

 ● 栄養価値を高めた製品のうち、「おいしい減塩」「たんぱく質摂取」に役立つ製品を、2030年度までに年間4億人に提供します。
 ● アミノ酸の生理機能や栄養機能を活用し、2030年度までに、健康に貢献する製品の利用機会を2020年度と比べて2倍に増やします。

● 健康や栄養改善に役立つ情報の提供により、生活者の意識・行動変容を支援
 ● 健康と栄養改善に役立つ情報や実践しやすく食習慣の改善につながるメニュー・レシピを提供し、おいしく栄養バランスの良い食事の
実践と健康的な生活を支援します。

● 従業員の栄養リテラシー向上
 ● 職場での健康的な食事の提供、栄養教育、健康診断、産育休制度を推進し、全従業員の健康維持・増進を図ります。
 ● 2025年度までに、従業員向けの栄養教育を延べ10万人に対し実施します。

私たちは、2030年までに、生活者との接点を現在の7億人から増やすとともに、「妥協なき栄養」のアプローチに
より以下の取り組みを進め、おいしさに加え栄養の観点で顧客価値を高めた製品・情報を提供することで、10億人
の健康寿命の延伸に貢献します。

栄養コミットメント

健康寿命とDALYsの関係

環境負荷削減と栄養へのアプローチ

当社グループは、製品の栄養価値を可視化し、継続的な
改善につなげるための基盤として、「味の素グループ栄養
プロファイリングシステム（ANPS）」を2020年に日系企業
として初めて導入しました。2021年3月現在、7ヵ国、9法
人の製品約500品種に対してANPSを導入しています。

また、当社グループでは過剰な塩分摂取の課題に着目し、
うま味による「おいしい減塩」の社会実装を目指しています。
うま味の有用性、公衆衛生上の価値の科学的な検証・発信・
訴求を行う「U20 Healthy Umami Research Project」
では、アカデミアと連携し、うま味による減塩効果の定量化
を試みています。日本人の食生活を前提に減塩効果を推
定したところ、一人当たりの平均食塩摂取量はうま味を活
用することで12-21%（1.3-2.2ｇ/日）減らせることがわか
りました。この研究成果を活かし、当社グループの主な事

栄養改善に向けた取り組みと進捗 業展開国においてもうま味による減塩効果を順次検証する
とともに、減塩による削減DALYs（障害調整生存年数）*の
推定にも取り組んでいきます。

今後、栄養改善の取り組みの高度化に向け、食と健康、
ウェルビーイングの関係をアカデミアと共に解明し、得ら
れた知見を製品・サービスに活かすとともに、様々なステー
クホルダーと協働し、栄養改善のエコシステムを構築する
ことで、生活者の行動変容を支援します。
* Disability-Adjusted Life Yearsの略。

障害の程度や障害を有する期間を加味した生存年数のこと。「早死により
失われた期間」と「疾病により障害を余儀なくされた期間」を足すことで算
出される。1990年代初めにハーバード大学のマーレー教授らが開発し
た。DALYは疾病や障害に対する負担を総合的に示すものであり、平均
寿命とは異なる保健アウトカム指標としてWHOや世界銀行が採用。公衆
衛生と健康影響評価の分野で健康寿命と相補的な指標としてグローバル
に用いられつつある。

詳しくは「サステナビリティデータブック2021」をご覧ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/library/databook.html
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重点事業と社会課題解決の実践

事業を通じた生活者の課題解決への貢献
国内外で幅広く展開する食品・ヘルスケア領域の事業を通じて
世界中の生活者のライフスタイル・価値観の多様化や嗜好変化に対応しながら
社会・環境課題の解決に貢献しています。

6つの重点事業

調味料

うま味調味料「味の素®」をはじめ、家庭
の味を支える風味調味料、スマートな調
理をサポートするメニュー用調味料等
の製品を、130超の国・地域で提供して
います。現地の生活者の嗜好に合うお
いしさや栄養改善に貢献しています。

栄養・加工食品

スープ、飲料、即席麺等即食・個食・健康
ニーズに応えた食品や、医療系ルート
への提供を含めた栄養補助食品の事業
を展開しています。グローバルなライ
フスタイルの変化に対応し、生活者のこ
ころとからだの健康に貢献しています。

ソリューション＆
イングリディエンツ（S&I）

生活者ニーズに基づく顧客（食品メー
カー、中食・外食産業）の課題解決に貢
献する製品・サービスをグローバルに展
開しています。独自素材を基軸にして、
香気、呈味、食感を統合活用した「おい
しさ設計技術®」により「おいしさソリュー
ション」を提供しています。

代表的な製品・サービス

社会課題解決の実践紹介

うま味調味料 ：
「味の素®」

風味調味料 ：
「Ros Dee®」

コーヒー飲料 ：
「Birdy®」
Black Zero Sugar

スープ ： 「クノール®」
たんぱく質がしっかり
摂れるスープ

食感改良剤：
「味の素KK唐揚げ・お肉
ジューシー調理料」

天然系調味料：
「SALT ANSWERTM 
KEM」

● うま味やだしを効かせるおいしい減塩
「Smart Salt（スマ塩）」を通じて、日本の
食課題の解決に貢献

● タイ、ブラジル、トルコ等で減塩製品の
上市、減塩レシピの提供、料理教室の実
施等、海外の食課題解決に向けた取り
組みを実施

● トップアスリートのサポート活動で得た
知見を活かし「勝ち飯®」*の活動を一般
生活者に拡大、栄養改善に貢献

*  味の素（株）の長年の研究をもとに、なりたいカラ
ダ・コンディションを、三度の食事と補食で実現す
る、アミノ酸のはたらきを活かした栄養プログラム

● おいしく減塩したり、たんぱく質等の栄
養素を摂取したりできる製品を国内外
で提供し、子どもから大人まで、食とラ
イフスタイルに起因する健康課題の解
決に貢献

● タイで展開するNo.1缶コーヒーブランド
「Birdy®」の減糖・無糖品種を拡充し、新
型コロナウイルス感染拡大による生活
者の健康意識の高まりや嗜好の多様化
に対応

● スタートアップとも協業し、食材の呈味
や食感の向上・改善のためのソリュー
ション提供を通じて、世界的な生活者の
志向の変化や食の多様化、食資源の有
効活用に貢献

● アミノ酸生産時に発生する栄養豊富な
副生物を原料とした肥料を提供し、土壌
の肥沃度、農家の生産性を改善
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重点事業と社会課題解決の実践

冷凍食品

主に日本・北米・欧州において、ギョーザ
や米飯等のアジアンカテゴリーを中心
とした製品を展開しています。おいしさ
にこだわりながら、生活者の簡便・時短
ニーズや健康ニーズに応えています。

ヘルスケア

アミノ酸およびアミノ酸をベースとした
製品・サービスを、医薬、食品、香粧品
等多種多様な領域の顧客に、グローバ
ルに提供しています。アミノ酸の有する
栄養機能、生理機能、呈味機能を活かし
て、生活者のQOL向上、快適な生活を
サポートしています。

電子材料

「味の素ビルドアップフィルム®」(ABF)(半
導体パッケージ用層間絶縁材料)を中心
に、グローバルに製品を提供しています。
主にパソコン用途、データセンター向け
サーバー用途、通信ネットワーク用途に
用いられており、顧客と共に生活者のよ
り快適な生活をサポートしています。

代表的な製品・サービス

社会課題解決の実践紹介

「ギョーザ」 米飯 ：
「TAI PEI®」

健康基盤食品 ： 
「グリナ®」

医薬品の受託製造 「味の素ビルドアップ
フィルム®」（ABF）

● おいしさ、簡便・時短、適正な価格といっ
た基本価値の提供により、生活者のここ
ろとからだの健康や飲食店での人手不
足等の課題解決に貢献

● 日本の全７工場のフリーザーを脱フロン
化し、CO2排出量換算で4万2,000世帯
分の年間排出量に相当する特定フロン
総保有量約70トンを削減

● 新型コロナウイルス用PCR検査キットの
主成分（オリゴ核酸）を複数回にわたり
受注し、安定供給

● 米国子会社である味の素キャンブルッ
ク社がアイルランドのニュアルトラ社を
買収、経口栄養サプリメント*2に当社の
技術・ノウハウを活用しユーザーのQOL
向上に貢献

● 生活改善サポートアプリ「aminoステッ
プTM」を開発し、「アミノインデックスⓇリ
スクスクリーニング（AIRSⓇ）」*1の結果
に基づくアドバイスや生活改善を支援
する情報・ツールを提供

● 新型コロナウイルス感染拡大による新
常態下でビジネス・生活のデジタル化が
進む中、ABFのグローバルな需要拡大
に対応し、より安全・便利な社会づくりに
貢献

*1 血液中のアミノ酸濃度バランスから、様々な疾病リスクを評価するサービス
*2 疾患による食事制限を受けていたり、加齢による栄養欠損に陥っている高齢者向けの高エネルギー・高たんぱく医療食品の一種

ニュアルトラ社
製品

フリーザーの脱フロン化（日本）
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お客様販売物流生産原材料調達

●脱炭素社会への移行（気候変動対応）
●生物多様性　●水資源　●原材料ロス
●農業における人手不足、農地確保　
●アニマルウェルフェア
●労働安全衛生　●労働者の人権の尊重

社会的課題・関心事

●食資源・水資源の枯渇による原材料調達不全
●アニマルウェルフェアや土地収奪、
 森林破壊への対応遅れによる原材料調達不全
●原料輸送・保管時のロス増加
●労働災害の発生
●潜在的な人権リスク

リスク

●脱炭素社会への移行（気候変動対応）
●物流業界の人手不足・高齢化
●EC増による物流量増加
●労働安全衛生　●労働者の人権の尊重

社会的課題・関心事

●脱炭素への対応遅れによる
環境負荷・コスト増

●人手不足による物流遅延
●労働災害の発生
●潜在的な人権リスク

リスク

●脱炭素社会への移行（気候変動対応）
●公正な競争
●責任あるマーケティング　●フードロス
●顧客のプライバシー保護
●労働安全衛生　●労働者の人権の尊重

社会的課題・関心事

●独占禁止法、競争法、食品安全・表示
関連法違反等の法的リスク

●不適切な広告、マーケティングに
よる信頼低下

●個人情報保護、プライバシーへの
配慮不足による信頼低下

●労働災害の発生
●潜在的な人権リスク

リスク

●脱炭素社会への移行（気候変動対応）
●製品の品質と安全性
●廃棄物（プラスチック類）
●フードロス　●情報の氾濫

社会的課題・関心事

●製品の誤使用や健康被害
●廃棄物やフードロスの増大による
環境への影響

●食と健康の正しい情報への理解不足

リスク

●脱炭素社会への移行（気候変動対応）
●製品の品質と安全性
●フードロス　●水資源
●労働安全衛生　●労働者の人権の尊重

社会的課題・関心事

●意図的な異物混入による信頼低下
●脱炭素への対応遅れによる環境負荷・コスト増や生産停滞
●渇水・洪水・水質悪化による生産停滞
●労働災害の発生
●潜在的な人権リスク

リスク

●  環境に配慮した原材料の調達
● コプロ*活用による持続可能な農業への貢献、
 原材料ロスの低減
● サプライチェーンCSR監査の強化と
 課題解決に向けた協働
● 味の素グループ品質保証システム
 「ASQUA（アスカ）」に基づく品質保証活動の徹底

当社グループの取り組み

●  再生可能エネルギーへのシフトによる
 温室効果ガス排出量削減
● 生産現場でのフードロスの低減
● 水処理による循環利用の徹底
● サプライチェーンCSR監査の強化と
 課題解決に向けた協働
● 労働安全衛生マネジメント
● 味の素グループ品質保証システム
 「ASQUA（アスカ）」に基づく品質保証活動の徹底

当社グループの取り組み

●  モーダルシフトの推進
● 再生可能エネルギー 
 使用比率の向上
● 輸送時のエネルギー削減に
 向けた他社との協働
● 味の素グループ品質保証システム
 「ASQUA（アスカ）」に基づく
 品質保証活動の徹底

当社グループの取り組み

●  「お客様の声」の製品・サービスの
 開発・改善への反映
● パッケージやWEBサイトでの
 適切な情報共有
● 環境対応型包装資材の活用
● 味の素グループ品質保証システム
 「ASQUA（アスカ）」に基づく
 品質保証活動の徹底

当社グループの取り組み

●  独占禁止法等関連法規、
 贈収賄防止の教育
● 製品・サービス・情報のお客様への
 適切な届け方の実践
● 賞味期限延長やSCM*の精度向上等
 による返品・製品廃棄の削減
● 情報セキュリティの強化
● 味の素グループ品質保証システム
 「ASQUA（アスカ）」に基づく 
 品質保証活動の徹底

当社グループの取り組み

* アミノ酸生産時に発生する栄養豊富な副生物

サステナブルな社会の実現に向けた取り組み
味の素グループは、世界に広がるサプライチェーンの各工程で多様な関係者と関わり合いながら、
事業を運営しています。各工程と関連の深い社会的課題・関心事やリスクを以下のように捉えており、
関係者と共に着実な取り組みや対応を重ねることで、社会・環境課題の解決を目指していきます。

味の素グループのサプライチェーン
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お客様販売物流生産原材料調達

●脱炭素社会への移行（気候変動対応）
●生物多様性　●水資源　●原材料ロス
●農業における人手不足、農地確保　
●アニマルウェルフェア
●労働安全衛生　●労働者の人権の尊重

社会的課題・関心事

●食資源・水資源の枯渇による原材料調達不全
●アニマルウェルフェアや土地収奪、
 森林破壊への対応遅れによる原材料調達不全
●原料輸送・保管時のロス増加
●労働災害の発生
●潜在的な人権リスク

リスク

●脱炭素社会への移行（気候変動対応）
●物流業界の人手不足・高齢化
●EC増による物流量増加
●労働安全衛生　●労働者の人権の尊重

社会的課題・関心事

●脱炭素への対応遅れによる
環境負荷・コスト増

●人手不足による物流遅延
●労働災害の発生
●潜在的な人権リスク

リスク

●脱炭素社会への移行（気候変動対応）
●公正な競争
●責任あるマーケティング　●フードロス
●顧客のプライバシー保護
●労働安全衛生　●労働者の人権の尊重

社会的課題・関心事

●独占禁止法、競争法、食品安全・表示
関連法違反等の法的リスク

●不適切な広告、マーケティングに
よる信頼低下

●個人情報保護、プライバシーへの
配慮不足による信頼低下

●労働災害の発生
●潜在的な人権リスク

リスク

●脱炭素社会への移行（気候変動対応）
●製品の品質と安全性
●廃棄物（プラスチック類）
●フードロス　●情報の氾濫

社会的課題・関心事

●製品の誤使用や健康被害
●廃棄物やフードロスの増大による
環境への影響

●食と健康の正しい情報への理解不足

リスク

●脱炭素社会への移行（気候変動対応）
●製品の品質と安全性
●フードロス　●水資源
●労働安全衛生　●労働者の人権の尊重

社会的課題・関心事

●意図的な異物混入による信頼低下
●脱炭素への対応遅れによる環境負荷・コスト増や生産停滞
●渇水・洪水・水質悪化による生産停滞
●労働災害の発生
●潜在的な人権リスク

リスク

●  環境に配慮した原材料の調達
● コプロ*活用による持続可能な農業への貢献、
 原材料ロスの低減
● サプライチェーンCSR監査の強化と
 課題解決に向けた協働
● 味の素グループ品質保証システム
 「ASQUA（アスカ）」に基づく品質保証活動の徹底

当社グループの取り組み

●  再生可能エネルギーへのシフトによる
 温室効果ガス排出量削減
● 生産現場でのフードロスの低減
● 水処理による循環利用の徹底
● サプライチェーンCSR監査の強化と
 課題解決に向けた協働
● 労働安全衛生マネジメント
● 味の素グループ品質保証システム
 「ASQUA（アスカ）」に基づく品質保証活動の徹底

当社グループの取り組み

●  モーダルシフトの推進
● 再生可能エネルギー 
 使用比率の向上
● 輸送時のエネルギー削減に
 向けた他社との協働
● 味の素グループ品質保証システム
 「ASQUA（アスカ）」に基づく
 品質保証活動の徹底

当社グループの取り組み

●  「お客様の声」の製品・サービスの
 開発・改善への反映
● パッケージやWEBサイトでの
 適切な情報共有
● 環境対応型包装資材の活用
● 味の素グループ品質保証システム
 「ASQUA（アスカ）」に基づく
 品質保証活動の徹底

当社グループの取り組み

●  独占禁止法等関連法規、
 贈収賄防止の教育
● 製品・サービス・情報のお客様への
 適切な届け方の実践
● 賞味期限延長やSCM*の精度向上等
 による返品・製品廃棄の削減
● 情報セキュリティの強化
● 味の素グループ品質保証システム
 「ASQUA（アスカ）」に基づく 
 品質保証活動の徹底

当社グループの取り組み

* アミノ酸生産時に発生する栄養豊富な副生物

味の素グループのサプライチェーン

* サプライチェーン・マネジメント
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●製品の安全・安心
●食と健康の課題解決

●公平で透明性の高い経営
●事業の持続的成長
●建設的な対話およびガバナンスの
強化

●適時・適切な情報開示

●持続可能なサプライチェーンに向
けた取り組みの推進

●公正な事業慣行

●お客様相談窓口
●WEBサイト
●工場見学
●イベントや講演を通じた生活者と
の情報共有・意見交換

●市場調査

●株主総会
●決算説明会・IR Day・事業説明会
●機関投資家との対話
●個人投資家向け会社説明会

●調達方針説明会
●フードディフェンス説明会・フード
ディフェンス監査

●企業倫理データのプラットフォーム
「Sedex」に関する説明会
●顧客（流通）との対話

●お客様の声を反映した、製品の改善
●食と健康に関する生活者の課題解
決提案（減塩、野菜摂取の促進等）

●WEBサイトにおけるQ&Aを含め
た説明会動画の公開

●投資家のご意見の経営やIR活動
改善への反映（IR Dayや事業説明
会等を通じた当社グループの強み
の説明実施等）

●日本国内におけるコロナ禍の食生
活や意識の変化の共有

●小売店舗における免疫力向上メ
ニューの提供

●小売店舗における全国の「ご当地
メニュー」の提供

●外食店における食中毒予防対策
●外食店のテイクアウトメニュー提案

主な
ステーク
ホルダー

主な
ステーク
ホルダー

ステーク
ホルダー
からの
関心・期待

エンゲージ
メント
チャネル

成果・影響

株主・投資家 取引先お客様・生活者

●人財育成
●キャリア開発
●ダイバーシティ＆インクルージョン
●働きがいの向上
●給与・福利厚生
●労働安全衛生

●地域の安全・環境保全
●地域の持続的発展

●誠実な対話および連携した活動

●各種の能力開発・研修
●CEO・本部長との対話
●個人目標発表会
●ASVアワード
●グローバルに従業員をつなぐSNS
型プラットフォーム

●味の素グループポリシー（AGP）に
関する職場検討会

●ホットライン（内部通報制度）
●ハラスメント相談窓口

●工場の近隣住民との対話
●地域のイベントへの参加・協賛
●自然災害の被災地に対する復興支
援活動

●財団を通じた支援（3ヵ国）

●外部有識者との対話
●NPO・NGOとの対話
●「動物との共生」のあり方に関する
ラウンドテーブルの開催（2020年
2月より8回開催）

●ザ・コンシューマー・グッズ・フォー
ラム（CGF）における消費財メー
カーやグローバル小売業との対話

●財団を通じた支援

●2020年度サーベイにて「ASVの
自分ごと化」を示すスコアの向上

●経営と従業員の対話による労働安
全衛生や給与・福利厚生等労働環
境についての相互理解促進

●各地域に存在する健康・栄養課題
の把握およびその解決に向けた取
り組み（特産野菜を活かした小売店
店頭での野菜摂取提案、ベトナム
学校給食プロジェクト、インドネシ
アの助産師向け栄養セミナー等）

●グループポリシーやガイドライン・
考え方の改定

●「知的財産に関する新型コロナウ
イルス感染対策支援宣言」等、国際
機関や産官学連携による社会課題
解決の活動への参画

●「責任ある外国人労働者受入れプ
ラットフォーム」への参加

●イオン株式会社や千葉市等と連携
した千葉市民向け減塩普及啓発活
動の開始

●「食・栄養」分野で活動するNPO・
NGOを支援する「AINプログラム」
の継続実施（財団を通じた支援）

ステーク
ホルダー
からの
関心・期待

エンゲージ
メント
チャネル

成果・影響

地域社会 社外有識者／NPO・
NGO／業界団体等従業員

ステークホルダーエンゲージメント

ステークホルダーとの継続的な対話
味の素グループは、各ステークホルダーと様々な場面での対話を継続的に行っています。
頂いたご意見を企業活動に反映し、「食と健康の課題解決」に向けた価値創出につなげるとともに、
社会や地球環境のサステナビリティを実現するための活動にも活かしています。
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●製品の安全・安心
●食と健康の課題解決

●公平で透明性の高い経営
●事業の持続的成長
●建設的な対話およびガバナンスの
強化

●適時・適切な情報開示

●持続可能なサプライチェーンに向
けた取り組みの推進

●公正な事業慣行

●お客様相談窓口
●WEBサイト
●工場見学
●イベントや講演を通じた生活者と
の情報共有・意見交換

●市場調査

●株主総会
●決算説明会・IR Day・事業説明会
●機関投資家との対話
●個人投資家向け会社説明会

●調達方針説明会
●フードディフェンス説明会・フード
ディフェンス監査

●企業倫理データのプラットフォーム
「Sedex」に関する説明会
●顧客（流通）との対話

●お客様の声を反映した、製品の改善
●食と健康に関する生活者の課題解
決提案（減塩、野菜摂取の促進等）

●WEBサイトにおけるQ&Aを含め
た説明会動画の公開

●投資家のご意見の経営やIR活動
改善への反映（IR Dayや事業説明
会等を通じた当社グループの強み
の説明実施等）

●日本国内におけるコロナ禍の食生
活や意識の変化の共有

●小売店舗における免疫力向上メ
ニューの提供

●小売店舗における全国の「ご当地
メニュー」の提供

●外食店における食中毒予防対策
●外食店のテイクアウトメニュー提案

主な
ステーク
ホルダー

主な
ステーク
ホルダー

ステーク
ホルダー
からの
関心・期待

エンゲージ
メント
チャネル

成果・影響

株主・投資家 取引先お客様・生活者

●人財育成
●キャリア開発
●ダイバーシティ＆インクルージョン
●働きがいの向上
●給与・福利厚生
●労働安全衛生

●地域の安全・環境保全
●地域の持続的発展

●誠実な対話および連携した活動

●各種の能力開発・研修
●CEO・本部長との対話
●個人目標発表会
●ASVアワード
●グローバルに従業員をつなぐSNS
型プラットフォーム

●味の素グループポリシー（AGP）に
関する職場検討会

●ホットライン（内部通報制度）
●ハラスメント相談窓口

●工場の近隣住民との対話
●地域のイベントへの参加・協賛
●自然災害の被災地に対する復興支
援活動

●財団を通じた支援（3ヵ国）

●外部有識者との対話
●NPO・NGOとの対話
●「動物との共生」のあり方に関する
ラウンドテーブルの開催（2020年
2月より8回開催）

●ザ・コンシューマー・グッズ・フォー
ラム（CGF）における消費財メー
カーやグローバル小売業との対話

●財団を通じた支援

●2020年度サーベイにて「ASVの
自分ごと化」を示すスコアの向上

●経営と従業員の対話による労働安
全衛生や給与・福利厚生等労働環
境についての相互理解促進

●各地域に存在する健康・栄養課題
の把握およびその解決に向けた取
り組み（特産野菜を活かした小売店
店頭での野菜摂取提案、ベトナム
学校給食プロジェクト、インドネシ
アの助産師向け栄養セミナー等）

●グループポリシーやガイドライン・
考え方の改定

●「知的財産に関する新型コロナウ
イルス感染対策支援宣言」等、国際
機関や産官学連携による社会課題
解決の活動への参画

●「責任ある外国人労働者受入れプ
ラットフォーム」への参加

●イオン株式会社や千葉市等と連携
した千葉市民向け減塩普及啓発活
動の開始

●「食・栄養」分野で活動するNPO・
NGOを支援する「AINプログラム」
の継続実施（財団を通じた支援）

ステーク
ホルダー
からの
関心・期待

エンゲージ
メント
チャネル

成果・影響

地域社会 社外有識者／NPO・
NGO／業界団体等従業員

ステークホルダーエンゲージメント

詳しくは「サステナビリティデータブック2021」をご覧ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/library/databook.html
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Management
Plan

Part 3

世界ではいまだに7億2千万人以上の人々が飢えに苦
しんでいます*1。また、近年では低栄養と過栄養が併存する

「栄養不良の二重負荷」に多くの国が直面し、生活習慣病の
まん延や超高齢化社会のフレイル等への対応が必要に
なっています。2021年は、これらの課題解決に向けた大
きな国際会議が予定されており、開催に向けた議論の場
に、味の素グループも参加しています。

2021年9月には、食料システムの持続性確保を世界共
通の課題として議論する国連食料システムサミットが開催
されます。当社は、世界中から様々な業界の企業のCEO
が集い、食料システムに関する助言を行う準備会議に参加
し、積極的な意見交換を行ってきました。この中で、当社が
進めている「資源循環型社会構築への貢献」、「サステナブ
ル調達」等の取り組みについて発表しました。

また、2021年12月には、日本政府主催の東京栄養サミッ
トが開催されます。ロンドンオリンピック開催を機に2013
年に初めて開催された栄養サミットは、リオデジャネイロ、
東京と引き継がれてきました。栄養サミットでは、多様なス
テークホルダーが栄養改善の現状・課題を確認し、課題解決
に向けた国際的な取り組みを議論します。味の素グループ
は、日本企業では唯一第1回サミットに参加しており、そこ
での経験も踏まえ、今回のサミットに登録する栄養改善の

コミットメントを策定しました。
このほか、ATNF*2、SUN*3、GAIN*4等、栄養分野のス

テークホルダーとのエンゲージメントを強化しています。
例えば、職場の栄養改善を推進する企業のアライアンス*5

を共同で設立した、国際的な消費財の業界団体である
CGF*6と国際的な栄養改善のNGOであるGAINは、東京
栄養サミットにてコミットメントを表明する予定です。当社
グループは、従業員の健康が最も重要な経営基盤の一つ
であると考え、職場の栄養改善に注力し、特に従業員の栄
養リテラシー向上に取り組んでいることから、両団体と本
アライアンス始動に向けた意見交換を行っています。

日本の企業やアカデミア等が連携する栄養改善事業推
進プラットフォームNJPPP*7にも参画しています。会員企
業・団体と共に、栄養改善に向けた日本ならではの貢献の
あり方をまとめ、東京栄養サミットで発表する予定です。ま
た、東京栄養サミットでの日本政府によるコミットメントに
対して、他の会員と協力して積極的に提言していきます。

2030年までに「10億人の健康寿命を延伸」というアウト
カムの実現を目指す味の素グループとしては、今後もあら
ゆる機会を捉え、自社の活動のみならずアジア特有の事情
や日本企業の強み等も発信し、多様なステークホルダーと
協働しながら世界の人々の栄養改善に貢献していきます。

ステークホルダーエンゲージメント

国連食料システムサミット、東京栄養サミットに向けたステークホルダーとの連携

*1 出典：FAO等「世界の食料安全保障と栄養の現状2021」
*2 Access to Nutrition Foundation：食品・飲料メーカーの栄養改善活動のランキング「ATNI (Access to Nutrition Index)」を取りまとめている財団
*3 Scaling Up Nutrition：政府、市民社会、国連、援助機関、ビジネス、アカデミアが参画し、途上国の栄養問題の解決に取り組む世界的な枠組み
*4 The Global Alliance for Improved Nutrition：2002年に国連主導で発足したNGO 
*5 Workforce Nutrition Alliance 　*6 The Consumer Goods Forum　*7 Nutrition Japan Public Private Platform 

国連食料システムサミット
https://www.un.org/en/food-systems-summit/
about（英語のみ）

国連食料システムサミットのプレサミットに参加
した際の模様

東京栄養サミット
https://nutritionforgrowth.org/events-japanese/

世界の栄養改善に向けた取り組み
味の素グループは、世界における多様な栄養課題の解決に向けて
食料・栄養に関する国際的な業界団体、NGO等ステークホルダーとの
意見交換や協働を積極的に行っています。
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