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Areas of Deliberation based upon Board’s Brief / 諮問に基づく検討事項

Brief｜Key Points 

検討事項｜要点

1. Identify key issues for sustainability (both problems for resolution and opportunities 
for development) that should be addressed by Ajinomoto Group. 

2. Consider these issues and their meaning for planning and implementing sustainable 
business and shared value creation in a constructive and future oriented manner 
from the perspective of the interests of key stakeholders. 

3. Based on these issues, define from an objective, multi-stakeholder perspective the 
materiality which Ajinomoto Group must consider in its planning and implementation 
of its business strategy on the long term. 

1. 事業戦略において取り組むべき持続可能性のための重要な課題（解決すべき問題
と発展のための機会の両方）を明らかにする。 

2. 持続可能な事業と共通価値の創造を計画し実行するために、これらの課題とその    
意味を、主要なステークホルダーの利益の観点から、建設的かつ未来志向で考察
する。 

3. これらの課題を踏まえ、味の素グループが長期的な事業戦略の立案・実行におい
て考慮すべきマテリアリティを、客観的かつマルチステークホルダーの視点から       
定義する。
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経営監督 

経営執行 

Position of the SAC within Ajinomoto’s overall sustainability promotion framework  
持続性推進管理体制における諮問会議の位置づけ

サステナビリティ 
諮問会議取締役会

諮問

答申

報告

方針の 
提示

経営会議

監督

報告

サステナビリティ 
委員会 AGES*

* Ajinomoto Group Executive Seminar

質問・意見 情報提供・説明 

Page 3



Hopes & expectations for a developmental path of sustainability

2030

Creating new business scenarios for realising & sharing 
sustainable value 
持続可能な価値の実現と共有を可能にする新たなビジネスシナリオの創作 

2050Phase 3

Phase 2

Phase 1

Creating new possibilities for 
sustainability 
持続可能性の新たな可能性の創生

Creating new partnerships 
for sustainability 
持続可能性を実現するための新たな 
パートナーシップの創出
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Basic approach / アプローチと方向性 Page 4

Communicate interests & 
expectations as stakeholders. 

Review Ajinomoto’s definitions, 
strategies and stories of 
sustainability as a business 
creating value for the future.　  

Discuss the meaning and 
potential of Ajinomoto’s story 
for sustainable value creation 
in terms of the perspective and 
interests of each individual 
stakeholder.

Define expectational 
dimensions (materiality) for 
Ajinomoto’s story of 
sustainable value creation 
and its implementation. 
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AGES five task-forces AGES story of sustainability
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各ステークホルダーとしての 
アイデンティティ、目標、夢、
関心事に基づく期待を味の素社へ
伝える。

未来への価値を創造するビジネスと
しての味の素社によるサステナビリ
ティの捉え方、戦略、ストーリーの
構成要素を聞く。

味の素社の持続的価値創造ストー
リーの意味と可能性を、各ステー
クホルダーの視点と権益から評価
し、全体で討論。

味の素社の持続的価値創造　　
ストーリー内容及びその実現に
対する期待と要求（マテリアリ
ティ）を定義

1: Dialog 2: Narrative 3: Discussion 4: Definition 
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Prevailing paradigm of impacts and constraints: the limits of human wellbeing

Prevailing production 
& consumption 
patterns threaten to 
exceed planetary 
boundaries 

Possibilities for 
human health & 

wellbeing delimited by 
limits of planetary 

resource utilisation
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Under the current patterns of resource utilisation and 
definitions of human wellbeing the ecological boundaries of 
the planet effectively limit the scope for human wellbeing. 
The food system is an example of a system cycle linking the 
scales of human wellbeing and the ecology into a negative 
loop of impacts and constraints which threatens long-term 
value creation. 

影響と制約をもたらす現在のパラダイム：持続可能な繁栄に対する限界

地球のエコバウンダ
リーを超える恐れの
ある現在の生産・消費
パターン

地球の天然資源利用効率の
限界によって制限される人

間の繁栄 
（健康と福祉）の可能性

現在の資源利用パターンと人間のウェルビーイングの定義の下で
は、地球のエコシステムとしてのバウンダリー（境界）が人間の
ウェルビーイングのバウンダリーの事実上の制限となっている。
なかでも、フードシステムは、人間のウェルビーイングと地球の
エコシステムをリンクさせるものであり、結果、長期的な価値創造
サイクルを脅かすインパクトと制約という「負のループ」に陥る
システムサイクルとなっている。

Environmental 
Footprint

Scope of Health 
& Wellbeing

PLANETARY BOUNDARIES - CONSTRAINTS >>>

<<< IMPACTS = PRODUCTION AND CONSUMPTIO
N
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Identifying opportunities for promoting sustainable human flourishing
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Opportunity Space: Identify opportunities comprised of 
(1) innovations for sustainable resource utilisation to
reduce the environmental footprint (red arrows) linked
to enhanced human wellbeing through the (2) qualitative
transformation of nutrition and health to expand the
scope of human health and wellbeing (blue arrows).

Environmental 
Footprint
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STORY OF WELLBEING > >
 >

Scope of Health & 
Wellbeing

人間の持続可能な繁栄を促進するための機会の特定

オポチュニティスペースとは、お互いにリンクする以下の
（１）と（２）を通じて機会を特定すること。（１）環境
フットプリントを削減するための　持続可能な資源利用のた
めのイノベーション（赤い矢印）、（２）栄養および   健康
のトランスフォーメーション（質的転換）を通じて、人間の
健康とウェルビーイングの範囲の拡大（青い矢印）。
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Time

Evaluation 
of reality 

(positive/
negative)

＋
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Expectation gap: 
Difference between expectations for 
sustainability and the perception of the 
reality of sustainability over time. 

Expectation gap | expectations vs perception of sustainability levels over time

Negative gap

Positive gap
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Opportunity space

持続可能性に対する期待と事態の認識｜時系列でみるギャップの推移

持続可能性への期待と、持続可能性の現
実に対する認識の時間的差異
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