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よりよい企業活動のために重ねる、
多様なステークホルダーとの対話・連携
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 な々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。

ステークホルダーエンゲージメント

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（→ P118）
● 商品へのご指摘時の対応満足向上の取り組みを実践（→ P117）
● 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（→ P119-123）
● 味の素（株）国内 3事業所工場見学者数 約 5.4万人（2014年度）

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（→ P45-46）

栽培であれ天然であれ、生物資源の利用には

環境負荷が伴いますが、食品企業の大半は食

の安全性に関心が集中し、地球の生産能力低

下に対する危機意識がほとんど見られません。

そのような中、味の素グループは生態系保全が

自らの事業の持続可能性の基盤であることを

認識され、最重要課題との位置づけのもと、調

達している原料で具体的な対策活動を試みら

れている点で、業界のリーディングカンパニーに

なっています。

すでに紙については調達方針がつくられていま

すが、製品原料として利用している主要な各種

生物資源についても今後順次方針化されるこ

とを期待しています。さらに、再生可能エネル

ギーや廃棄物で掲げている中期的コミットメント

を資源調達や食資源ロスの取り組みでも設定

し、グローバル市場でもリーディングカンパニー

と評価されることを願っています。

（公財）世界自然保護基金ジャパン
（WWFジャパン） 自然保護室

粟野 美佳子 氏

味の素グループは世界の抱える課題に向き合

い、サステナビリティやCSRについて戦略的に

とらえていると感じます。しかし人権については、

レポートの中で章を立ててはいるものの、自社に

とっての主要なリスクを具体的に語ることができ

ていないという印象です。

自社に影響を与えるリスクを明らかにすることは

国連も求めていますが、非常にセンシティブな

問題を含み、政治的な側面もあるため、簡単な

ことではないでしょう。ですが事業を行う中で体

感したことをもとに、味の素グループとして重視

することを明らかにすべきです。

また、人権について考えるときは、リスクを回

避して操業許可を得ることとともに、成長許

可を得るための機会であるということも同時に

認識すべきです。人権と価値創出の関連性

をポジティブな視点から語るのも、また大切な

ことです。

人権とビジネスに関する研究所
（IHRB）

ジョン・モリソン 氏

持続可能なビジネスにおける課題の一つに、

企業活動が人々、社会、環境に対して与える

影響の大きさの測定があります。自分たちが

やっていることに焦点を当て、それを報告する

だけでは十分ではありません。進歩を実質的

に判断するためには、企業の行動の結果、何

が変わったかを測定することが必要です。この

観点から、味の素グループは自社活動の結果

の特定と測定、そしてステークホルダーへの結

果報告において、さらにすべきことがあると考え

ます。

また、長期的な抱負があまり示されていないこと

も課題として挙げられます。味の素グループは

創業から106年になります。持続可能なビジネ

スと透明性に対するコミットメントがあれば、少な

くともあと106年は存続すると確信しています。

従って、長期的な視野の計画と目標設定が歓

迎されるでしょう。

Beyond Business Ltd. 
創始者・CEO

エレイン・コーヘン 氏

社外ステークホルダーから寄せられた期待と提言
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味の素グループの食の安全に対する取り組み

は他社と比べて進んでいて、フードディフェンス

など様々な場合を想定した管理体制や活動が

なされており、教育を通じて従業員への浸透も

図られています。それは、グローバルな競争の

中でリスクに直面した経験をきちんと活かして

いるということだと感じています。実践は十分

になされているので、海外で調達している原料

の安全性についても、コミュニケーション等を通

じて生活者に正しく伝えていただきたいと思い

ます。

食品添加物の安全性についても、味の素（株）

が主催して栄養士向けの講演会を開催するな

ど、正しい情報を伝えるために努力されていま

す。これを、家庭科の教員など学校教育の現

場にも広げることができれば、時間はかかりま

すが実効性のある取り組みになるのではないで

しょうか。

科学ジャーナリスト

松永 和紀 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
● 「味の素グループ購買基本方針」「味の素（株）サプライヤーCSR ガイドライン」

等の説明会
● フードディフェンス説明会・フードディフェンス監査
● 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（→ P52-53）

● 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（→ P54-57）

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」の浸透
● 「味の素グループ Way セッション」は 2014 年度末までに

全世界で約 22,000 人のグループ従業員が受講（→ P66）
● 国内外グループ会社での企業行動委員会の設置と、AGPの浸透

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!」

● 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（2015 年 8 月までに1,474 回実施、

   延べ約 24,000 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（→ P137-138）

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々なご意見を、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（→ P122-123）

● AINプログラムの支援実績（1999年〜2015年度開始分）：75 件
／14カ国、受益者数 約14万人、総額 2億8千万円（→ P127-128）

味の素グループがレポートで取り上げている「顧

客満足」や「品質」、「苦情対応」は重要なもので

すが、本業そのものであり、それはCSRとしての「社

会課題」なのでしょうか。

味の素グループが「21世紀の人類社会の課題」と

して「地球持続性」、「食資源」、「健康な生活」を

取り上げていることは非常に評価できます。問題は

これらの「社会課題」を「消費者課題」に結びつけ

て問題の解決を図っていくことではないでしょうか。

問題解決にあたっては、食をめぐる消費者の意

識や行動の実態を考慮する必要がありますが、

これらの実態とともに、国連の消費者保護ガイド

ラインや日本の消費者基本法に定められている

消費者の権利の内容が問題解決のヒントになり

ます。そうすると、味の素グループのCSRの推

進のためには本業をさらに変革して消費者への

積極的な情報開示や消費者教育などが期待さ

れるのではないでしょうか。

サステナビリティ
消費者会議 代表

古谷 由紀子 氏
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味の素グループは、グローバルな食品大手企

業と比較しても、サステナビリティに関する使命

感を持ち、コミットメントを明確に示しています。

サステナビリティの問題がコアビジネスやビジネ

スモデルに統合されており、現場が積極的に

活動しています。

その一方で、定量的な目標や目標に対する進

捗報告が弱いという課題があります。生物多

様性や人権など、特定の注意を要する領域の

多くで、測定可能な目標と透明性のある報告が

欠けているように思います。また、サプライチェー

ン全体でシステム的なアプローチを完全に適

用する必要もあると感じます。

今後は、方針策定や報告の際に、土壌や農

薬、小規模農家など食品業界固有のキーワー

ドを活用したり、原材料の循環について国・地

域別や作物別にケースを分けて集計を行うなど

の工夫も検討していただきたいと思います。

有限会社チェンジ・エージェント 
代表取締役社長兼CEO

小田 理一郎 氏

ステークホルダーエンゲージメント


