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ガバナンス：多様な人財
特集3

　味の素グループが「確かなグローバル・スペシャリティ・カンパニー」

として成長するためには、グローバルトップクラスの多様な人財が、一

人ひとりの持つスキルや能力を発揮して活躍することが不可欠です。

　グループ全体で組織としてのエンゲージメント（働きがい）を向上

させるとともに、キャリア・ダイバーシティを実現させることで、従業員

の働き方を変革し、経営のイノベーションにつなげていきます。

■ 味の素グループの使命

関連の深いSDGs項目

（2017年3月31日現在）
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2020年度統合目標における「Governance（ガバナンス）」の目標

人財
目標値

分厚く多様なグローバル人財層を形成し、 
顧客適合起点でのイノベーションを促進

● 300人の次世代グローバル経営・高度専門 
人財の育成

● 人事諸制度改定等による女性マネージャーの 
内部昇格向上と中途採用

● 専門人財の積極中途採用

2016年度
実績

2016年度
実績

2020年度
目標

2020年度
目標

16％ 43％20％ 50％

■ 女性マネージャー比率 
 （グループ全体）

■ 経営役員の現地化比率

組織

● グローバルコーポレートを企画機能に集約し、 
グループサポート機能を関係会社も含め最適化

● コーポレートガバナンス・コードに適合し、 
ガバナンス基盤を強化・進化

目標値

■ グループ共通費売上高比率（定常時費用ベース）

2016年度実績 2020年度目標

3.2% 2.5%

目標値
従業員一人ひとりの社会との接点を増加し、
さらなる価値創造が可能な環境を整備

働き方 

● グローバル基準の働き方に基づく時短

● 仕事の標準化（事業管理、会議資料等）

● ICTを活用した「どこでもオフィス」

● 育児・介護へのサポート強化

● 従業員の心身の健康増進

※1 自身の会社が社会課題の解決に向けて価値を創造していて、自分自身がその価値創造に貢献できていると
実感している従業員の割合を測定

2020年度目標 80％

■ 働きがいを実感している従業員の割合※1 （グループ全体）

■ 自らのこころとからだが健康だと感じている従業員の割合

■ 年間平均労働時間（日本）

2016年度
実績（味の素（株））

2018年度
目標

1,890時間 1,800時間

2017年より導入する“Ajinomoto Global Engagement Survey”
（全正規従業員対象）を通じた測定結果をもとに、目標と施策内容を定めていく

（2020年度目標を2年前倒し）

2020年度～
グループ全社への拡大

1,800時間
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　味の素グループの事業を支えているのは、グローバルで約

33,000人いる従業員です。その一人ひとりが持てる能力を余すと

ころなく発揮し、いきいきと活躍できる環境を整え、人財育成に力を

入れること。それは「人を求めてやまず、人を活かす」という味の素グ

ループのDNAを体現することであり、グループ・グローバルでの価値

創造の源泉であると考えています。

　今、働く人を取り巻く環境は大きな変化を迎えています。先進国

を中心に人口構造が変化し、少子高齢化が進展するに伴って、企

業が人財を育成し、技能を伝承することの重要性が増しています。

また、多様化する市場の中で企業が成長するために、人財にも多

様性が求められています。特に「食」の事業は、各国・地域で異なる

多様な食文化を理解し、現地に根ざして事業を行います。このため、

グループの目指す方向性を理解しながら、各国・地域の状況に合わ

せてビジネスを展開していくことのできる人財を育成していくことが

重要です。さらに今後は、AI（人工知能）やロボットなどが労働市場

に参入してくることによって「人間がどんな働き方をするか」という根

本的な問題が立ち上がってくるものと思われます。

　こうした社会情勢を踏まえ、味の素グループの人財に対する考え

方を再整理し、2017～2019年の中期的な方向性を定めました。

　グローバル人財マネジメントの実施にあたっては、世界中で一律

のポジションマネジメント・タレントマネジメントの仕組みの構築が必

要です。ポジションマネジメントの一環として、2018年度末までに国

内外主要法人の基幹キーポジションを特定し、その職務要件を明

確にします。あわせてグローバル基幹人財を把握し、個別育成計画

を策定・実行していきます。これにより、これまで以上に「適所適財」

を実現できるものと考えています。

　それと同時に、多様な人財が共創し活躍できる企業文化の醸成

にも力を入れていきます。従来、特に日本国内グループでは女性活

躍推進を中心に人的ダイバーシティの取り組みを進めてきましたが、

今後はLGBTへの取り組みなども視野に入れていく考えです。

　「適所適財」を実現するためには、それぞれのポジションに求めら

れるスキルや役割を明確にすることも必要です。従来、日本やアセ

アンの一部では年功型・異なる職務を経験させる働き方が一般的

でした。しかしその働き方では、個々の専門性が十分高まらないとい

■ 将来にわたって競争力を保ち 
成長し続けるための人財戦略

■ 多様な人財の共創による 
イノベーションの実現

■ 一人ひとりの自律的成長の実現

一人ひとりが自分らしく
活躍できる環境づくり

「人を求めてやまず、人を活かす」ことが、価値創造を支える

第9回グローバル選抜研修「AGFLS」 ウエスト・アフリカン・シーズニング社でのASVセッション
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ASV・グローバル成長ビジョンの実現

個人と会社の成長の同期化を通じたイノベーションの実現

個人の
成長

企業の
成長

WIN-WIN

心身の健康
Health & Well-being

（健康経営）

味の素のDNA

人を求めてやまず、
人を活かす

（ダイバーシティ）

自律的成長

多様な人財の共創 働きがいの実感

一人ひとりの
自律的成長の実現

健康経営を
通じた社員の
健康増進の実現

多様な人財の
共創による

イノベーションの実現

働きがいと
生産性を向上する
職場環境の実現

　グローバルに成長を続けるためには、従業員が前向きに、高い生

産性を維持して働くことができる環境を整備することも求められます。

そこで、各地域の実情に即した形で「働き方改革」の施策を立案し、

2018年度より順次実行する予定です。

　また、グローバル従業員約33,000人を対象とした「エンゲージメン

トサーベイ」を2017年10月に実施します。調査の結果をもとにアク

ションプランを立案し、2018年度から具体的な活動を実施、2019

年度に2回目のサーベイを実施してさらなる改善に活かす計画です。

■ 働きがいと生産性を向上する 
職場環境の実現

う課題もあります。そこで、グローバルキーポジションの職務・人財要

件を明確にした上で、それを従業員一人ひとりのキャリア開発にも

反映するという計画を進めています。

　「タレントマネジメント」の柱の一つは、キャリア開発支援です。 

味の素グループでは、キャリアプランやキャリア面談に基づき、一人

ひとりの自律的な成長を促すとともに、次期経営人財層の戦略的

育成も進めていきます。この取り組みは、2018年度より導入予定の

「味の素アカデミー」で、より体系的に行っていく予定です。

　食・栄養や健康に関する製品・サービスを提供している味の素グ

ループにとって、従業員一人ひとりの健康を支えることは経営課題

であると認識しています。そこで、味の素流「健康経営」を実現する

ための体制整備を始めています。グローバルCHO（Chief Health 

Officer）と各国CHOを順次任命。WHOの定めるグローバル健康

経営指標に基づくグローバルガイドラインを設定する予定です。

　また、アブセンティズム（欠勤などにによる機会損失）とプレゼン

ティズム（出勤していても十分にパフォーマンスが上がらない状態）

を避けるために、定期健康診断とフォローを行い、自グループの食・

栄養や健康に関する製品・サービスを活用した味の素グループなら

ではの施策を展開し、全従業員の生産性向上に役立てていく考え

です。

■ 健康経営を通じた 
社員の健康増進の実現

労働慣行 P73-80

参照
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日本の労働慣行を変革する先陣を、
味の素グループが切り拓きます

間の残業を行ってきた日本型の働き方を見直し、2020年に「1日7時

間労働」を実現すべく、段階的に労働時間を短縮する施策を進めて

います。また、ICT（情報通信技術）を活用し、オフィスに出勤しなくても

業務を遂行できる「どこでもオフィス勤務」も導入。オフィスで顔を合わ

せないと仕事ができないという既成概念を打ち破り、育児や介護等の

事情がある人も時間を創出して働ける環境を整備していきます。

　「働き方改革」各施策の導入によって、従業員の多様なライフスタ

イルを支援するとともに、一人ひとりがこれまで以上に社会との接点

を増やす機会づくりにもつながると考えています。味の素グループの

取り組みが、日本全体の働き方に対する考え方の一モデルとなるよう、

今後も積極的に取り組みを進めていきます。

　従来の日本型雇用慣行が、高度経済成長期を支えてきたことは

事実です。しかし、労働力人口の減少や一人ひとりのニーズの多様

化、コスト優位性の低下などが顕在化している現代においては、企業

は継続的なイノベーションによって付加価値を生み出すビジネスを行

う必要があります。そしてそれを実現するためには、多様な人財が多様

な働き方をすることによっていきいきと活躍できる環境を整えることが

不可欠です。

　こうした課題認識から、味の素グループは「ダイバ－シティ＆ワーク・

ライフ・バランス」と「働き方改革」を経営課題の一つとして位置づけ、

性別・国籍・価値観などにかかわらず多様な人財が活躍できる会社を

目指します。とりわけ「働き方改革」では、毎日オフィスに通勤して長時

常務執行役員

吉宮 由真

日本特有の労働環境の課題に
正面から向き合う「働き方改革」

従来の日本的な労働慣習が抱えてきた課題

長時間労働の慣習

従来の日本では、生産性の視点が弱く、時
間の制約なしに働ける状況が歓迎される風土

があり、成果にかかわらず労働時間に対して賃
金で報いる考え方が定着してきました。この慣習
は長時間労働の慢性化を助長し、仕事と家庭
生活の両立、健康の維持、または生産性の低

い働き方から脱却が困難になるといった
様々な弊害が生まれます。

女性の活躍の阻害

従来の日本では、男性中心を前提とした労
働環境が一般的で、日本ではいまだ第一子の

出産を機に約6割の女性が離職する傾向にありま
す。少子高齢化が進み、労働力人口が減少してい
る状況下では、働く意欲があっても働けない人が
多くいることは社会的な損失であり、幅広く女

性が活躍できる社会づくりが求められます。

画一的な価値観・
労働観

従来の終身雇用・年功序列の価値観を前提と

する仕事と私生活のいずれかに偏重するという生き

方から、今後は現役世代の減少により、一人が何役も

担いながら職業生活を送ることが求められるようになり

ます。時間や場所の制約を受けない働き方により、家

族の介護などのライフイベントや子どもの病気など

の突発事態にも対応が可能な、多様な価値観・

ライフスタイルのニーズに応えられる環境

の整備が必要です。

メンタルヘルス

景気や雇用情勢、勤務形態や職場環境など
は、働く人の心理状態に大きな影響を与えます。
ストレスによってメンタルヘルス不調に陥ると、仕
事の生産性が下がったり、うつ病等による長期
休業につながるなど、仕事にも生活にも多大

な影響を及ぼす可能性があります。
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「働き方改革」のコンセプトはグループ共通で掲げていますが、その実践にあたっては、事業内容や求める人財像に合わせて、
グループ各社が独自に重点目標を定めて取り組んでいます。各社の取り組みが積み重なることで、グループ全体でシナジーを
生み、多様なアプローチで「働き方改革」を成し遂げることが可能になると考えています。

バリューチェーン一体（ONEチーム）に加え、多様な人財が一体となり、
社外取り組み先（パートナー）と共に価値創造する「TEAM AGF」

ASVを実現し
企業価値の向上を図る

事業活動を通じて社会との共通価値を実現

コーポレート
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性別

身体的特徴 年齢

価値観

雇用形態 国籍

生きがいと働きがいを両立させる「時間の再投資」
　味の素AGF（株）では、バリューチェーン全体で社内外の

多様な人財が一体となり、ともに価値創造を目指す「TEAM 

AGF」の考え方を導入しています。その実現に向けて、多様な

人財の活躍を支援する様々な施策を打ち出しています。

　「働き方改革」では、個人のワーク・ライフ・バランス、会社の

持続的な成長と発展、「TEAM AGF」のダイバーシティが三

位一体となり、三者がともに成長し価値創造に貢献できること

を目指しています。特に従業員個人には、総実労働時間を削

減して創出した時間を、自分・家族・友人・地域社会や業務革

新に充てる「時間を再投資する」という考え方の浸透を図って

います。個々人にとってかけがえのない時間は、会社にとって

は貴重な経営資源でありコストでもあります。お互いの時間を

大切にし、無駄遣いしない・させない意識を醸成していきます。

味の素冷凍食品（株）

味の素AGF（株）

　味の素冷凍食品（株）では、環境変化に対応できる「働き方

改革」の推進を目標に掲げています。そのために3つの重点目

標を定め、取り組みを進めています。

　一つ目の目標は「多様な人財の活躍実現」です「公正・公

平・透明」な人財育成を推進するために、部門横断型の「人財

育成委員会」を組織し、全社の戦略的ローテーションなどを実

践します。

　二つ目は「効率性と働きがいを向上する職場環境の実現」

です。従業員同士が多様性を認め合い、一人ひとりが健康で

豊かな人生を実現できるよう、フレックスタイム勤務者への「どこ

でもオフィス」のテスト運用（2017年10月より本格導入予定）

や、プロジェクトチームを通じた大泉ブランチでの「オフィス改

革」を推進しております。

　三つ目は「ライフタイム（余暇時間）の充実」です。社会人とし

てのスキル向上を支援するために、ビジネススクールでの学習

を会社として支援。さらに、「早帰りデー」時の在館時間短縮・

営業部門でのフレックスタイム制度の導入により、従業員の私

生活の充実もサポートしていきます。

「働き方改革」事務局より

2017年度「働き方改革」のスタートに向けて、各事業所で

説明会を行いました。当初は、働き方を大きく変えることを不

安視する方もいらっしゃいましたが、実際に「どこでもオフィ

ス」の運用や「早帰りデー」徹底により、仕事が効率化され、

また早く帰ることによって家族と過ごす時間が増えたというよ

うな声が現場から聞こえてきます。今後さらに「働き方改革」

を通じて、働く人が幸せな職場を実現し、生産性と競争力の

ある仕事を生み出していきます。

味の素グループで進む、独自の「働き方改革」

「働き方改革」で変わる職場

労働慣行 P76-77
働き方改革～味の素流「働き方改革」～

参照
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