
有識者に対する、SDGsアンケート調査

社外ステークホルダーから寄せられた期待と提言

ステークホルダーとの対話・連携

　SDGsと事業のかかわりを整理するにあたって、社外にも意見を

求めるために、有識者を対象としたアンケート調査を実施しました。

　SDGsの17の目標のうち、味の素グループが解決に寄与するべ

き項目や、どのような貢献に期待するか、SDGsを踏まえて見直すべ

きマテリアリティ項目はないか等をアンケートでお伺いしました。

　いただいたご意見は社内で共有し、今後の議論に役立てていく

予定です。

実施時期 2016年8月

対象 社外有識者56名

SDGsの17の目標のうち、味の素グループが解決に寄与すべきもの

（これまでに社内ワークショップやダイアログ、社外での様 な々活動でご一緒させていただき、
味の素グループの活動にご理解をいただいている方を対象としています）

■ アンケート調査概要

■ 主な集計結果

● 17の目標のうち、優先順位が高い順に5位まで回答 （複数回答可）
● 優先順位1位を5点、2位を4点、3位を3点、4位を2点、5位を1点
 として集計

目標2（飢餓をゼロに）、目標3（すべての人に健康と福祉を）、
目標12（つくる責任 つかう責任）に特に高い貢献が求められている
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味の素グループの理念を具体化する方針・戦略として、「栄養への

アクセス」指標を参考に、以下の施策を進めることを提言します。

①国内外で食にかかわる生活習慣病が深刻化している中、栄養問

題への取り組みを事業戦略レベルに落とし込む。　②調味料、スー

プなどの各製品が1日の食事摂取にどのような影響を与えるかに

ついての栄養プロファイリングシステムを整備し、減糖、減塩、減脂、

微量栄養素強化などの配合見直しを進め、健康配慮製品を定義、

製品開発および販売方針を定め、目標に対する実績を把握する。

③健康配慮製品への価格・流通面でのアクセスのしやすさについ

て方針を設定する。　④栄養に関するラベル表示を、各国の法的

義務を超えて、グローバル標準を採用する。　⑤大人および子ど

も向けの責任あるマーケティング方針を定め、その遵守状況をモニ

ターする。　⑥栄養不良分野において、さらに多様な栄養強化・改

善の機会を見出し、商業ベースでの生産・販売を展開する。

有限会社チェンジ・エージェント
代表取締役 兼 CEO

小田 理一郎氏

SDGsの17目標は、企業への自発的コミットメントや法的義務に単

独で直接影響を与える可能性は少ないものの、サステナビリティに

コミットメントをする企業にとって間接的に大きな影響を与え始めて

います。サステナビリティに関する主要なアクターは、すでにSDGs

で設定された目標を重要性の高い課題として、アラインメントや新た

な協働の動きとして取り組み始めています。日本企業のSDGsの取

り組みはグローバルに比べるとやや遅れをとっているものの、統合

化の動きに向かっている気運は見られます。

味の素グループの取り組みは広範で、すでにSDGsの多くの取り

組みにかかわる報告が見られますが、具体的な目標設定、展開、報

告には課題によって濃淡が大きいと感じます。戦略的な方法での

SDGsを活用できれば、先導者としてグローバルな注目を集め、サ

ステナビリティの取り組みを新たなレベルへと高めることができるで

しょう。

AtKisson Inc.
President & CEO

アラン・アトキソン氏
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味の素グループのASVのコンセプトは「社会的価値の創造を通じ

た経済価値の創造」です。これは味の素グループが熱心に取り組

んでいる「健康な生活」「食資源」「地球持続性」への貢献という

主要な3つの問題の中で定義されています。しかし、生産と市場を

拡大していくという「従来の」ビジネス成長と、新たな社会価値を創

造することができる成長を分ける境界は明確ではありません。

また、「確かなグローバル・スペシャリティ・カンパニー」に向けた戦略

的な目標は、味の素グループの共通価値戦略を通して創造される

社会的価値に触れていません。環境についての重要業績評価指

標（KPI）は含まれていますが、社会面でのKPIはありません。ASV 

が主要な成長戦略であることや、KPIが統合的アプローチを反映し

ていることを考えると、社会的価値の目標と影響測定の欠如は省

略されているように思われます。

Beyond Business Ltd. 創始者・CEO

エレイン・コーヘン氏

SDGsの目標実現に対しては、「持続可能な消費」を多くの消費者

の行動に展開することがカギを握ると思われます。「持続可能な消

費」の具体的内容や行動は必ずしも明らかではないため、意識ある

消費者、消費者団体や企業、そして政府など多様な主体が連携し

て、どのような消費がそれらにかかわるか、そしてどのような取り組み

方があるかを具体的に示すことが不可欠です。

特に企業においては、まず「持続可能な生産」を行うこと、次に課題

や取り組みの情報を提供して消費者とともに取り組むことが、「持

続可能な消費」を具体化することにつながります。さらに企業には

消費者からの問い合わせ対応などを通じた消費者啓発・教育によ

る具体化も期待されます。

企業と消費者がともに「持続可能な生産消費」に取り組むことで目

標12の実現に、そしてこれらを通して他の目標の実現にもつながる

ことを考えたいですね。

サステナビリティ消費者会議 代表

古谷由紀子氏

SDGsの本質はすべての人々の人権の実現です。「人権デューデ

リジェンス」をベースに、SDGsの取り組み分野を重ね合わせること

で、SDGsの目標達成と持続可能な社会の発展のために、よりダイ

ナミズムを持った民間セクターとしての役割を果たすことができます。

SDGs17の開発目標のうち、目標1「貧困をなくす」や目標2「飢餓

をゼロに」は、まさに「生きる権利」であり、目標3「すべての人に健

康と福祉を」、目標6「すべての人に水と衛生へのアクセス」は、「健

康の権利」そのものです。味の素グループの食を通じた貢献は、まさ

にこれらの目標の達成につながるものといえます。

SDGsがビジネスチャンスや企業のリスクの軽減につながるという

側面は間違っていません。しかし企業にとっては何よりも「人権尊

重」の責任があり、その文脈からSDGsに取り組むことで、長期的な

事業としての一貫性を確保できるものと思われます。

（公社）アムネスティ・インターナショナル日本 
事務局長

若林 秀樹氏

味の素グループのサステナビリティの実現に向けた戦略は、トップ

のコミットメントから、サプライチェーンでの取り組み、本業を通じた貢

献、環境対応まで、マテリアリティ分析に根ざしたしっかりしたフレー

ムワークに基づいており、グローバル企業にふさわしい戦略になっ

ています。特に生物多様性を含む自然資本については、事業の根

幹にかかわるという認識が十分に感じられます。

一方で、バックキャスティングに基づく野心的な水準と具体的な進

捗管理による実効性の担保を含む「社会変革への主体的な貢献」

においては、まだ改善の余地があると考えます。

今後の課題としては、 持続的な調達の促進にとどまらず、サプライ

チェーン全体での持続化、それを可能とする供給元の能力開発支

援、国際的なルール・規範づくりへの積極的な貢献などが期待され

ます。また、SDGsの枠組みでCSR・ASVを位置づけることも重要に

なります。

Conservation International Vice President
兼 CIジャパン 代表理事
IUCN日本委員会 副会長

日比 保史氏
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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 
商品へのご指摘時の対応満足向上の取り組みを実践 

（→消費者課題P7-10）

● 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（→消費者課題P11-14）

● 味の素（株）国内3事業所工場見学者数 
2015年度実績：約5.5万人

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（→組織統治P1-2）

● コーポレート・ガバナンス報告書更新（2016年6月末）

● 『味の素グループ 統合報告書2016』発刊（2016年7月末）

● アナリストおよび機関投資家向け第2回ESG関連説明会 
「味の素グループの起源である『UmamiとMSG』を中心テー
マとした説明会」実施（2016年3月）

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（→公正な事業慣行P2）

● 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（→公正な事業慣行P3-7）

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セッション」は2015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完了

● 「ASVセッション」は2015年度末で味の素（株）の全従業員 
および約2,000人の国内グループ従業員が受講 

（→労働慣行P3）

● AGP浸透　AGP（行動規範）を考える会 
2015年度実績30回298人参加（→組織統治Ｐ6）

● ホットライン通報件数 
2015年度実績：国内グループ全体56件（組織統治Ｐ6）

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!」

● 「環境モニター」制度の導入（味の素（株）川崎事業所）や各工
場での近隣住民とのふれあいの場づくり

● 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（2016年8月までに2,085回実施、
延べ約32,000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  

（→コミュニティP10-12）

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」

● 第6回味の素グループサステナビリティ・フォーラム実施 
（→消費者課題Ｐ14）

●  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 

（→味の素グループの事業とCSR P7-8）

● AINプログラムの支援実績（1999年～2016年度開始分）： 
79件／14カ国、受益者数 約14万人、総額3億1千万円 

（→コミュニティP3-5）

ステークホルダーエンゲージメントの状況
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