
73億人※1

世界人口

栄養不足

「健康な生活」を
取り巻く
世界の課題

「地球との共生」を
取り巻く
世界の課題

97億人※1

2015年 2050年

8億人※2 20億人※3

飢餓・慢性栄養不足
（2015年）

微量栄養素欠乏
（2013年）

65歳以上人口

6億人※1 15億人※1

2015年 2050年

VitaminVitamin

MineralMineral

過剰栄養

BMI 30 BMI 25

食肉消費量

地球温暖化

+50％※1

2005～2007年と比較した
2050年の途上国の食肉消費量

食料生産量

+60％※1

2005～2007年と比較した
2050年までに増やすべき食料生産

最大+4.8℃※2

21世紀末までの
世界平均地上気温の変化

水資源

+55％※3

2000年と比較した
2050年の世界の水需要

19億人※4

過体重
（2014年）

（1980年からほぼ倍増）

6億人※4

肥満
（2014年）

健康な生活
特集1

「健康な生活」の実現に向け、味の素グループに期待すること
（有識者アンケートの結果より）

栄養があり、保存性が高く、廉価で入手
できるなどの特長を持つ食材・食品を世
界規模で展開・普及させることで、開発
途上国の弱者・貧困層（とりわけ5歳以
下の乳幼児や不利な立場に置かれがち
な女児・妊産婦など）の栄養状態を改善
し、健やかな成長につなげてほしい

アミノ酸をはじめとす
る機能性食品の研究
開発を通じて、特に高
齢者の栄養問題への
取り組みに期待する

食品メーカーとして食
料問題に取り組み、
貧困撲滅につなげる
スキームを生み出して
ほしい

飢餓も飽食も健康を阻害す
る要因となることから、使うこ
とで人々の健康が守られるよ
うな製品の開発を期待する

※1 UN (2015)　※2 FAO (2015)　※3 FAO (2013)　※4 WHO (2015)
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　食や栄養に関する課題は、各家庭で取り組めるものから、ビジネ

スセクターが業界の枠を超えて協働すべきもの、国や行政、NPO・

NGO等が介入する必要があるものまで、様々なレベルで存在してい

ます。食品メーカーである味の素グループが、食や栄養を取り巻くス

テークホルダーをつなぎ合わせるハブの役割を果たすことができれ

ば、課題解決の手法がより広がるものと考えています。1社では不

可能なことも、社会との連携で取り組みを進めることができるのです。

　対話や議論を重ね、知見を共有し、得られた経験を新しい製品や

活動に活かしていく。その積み重ねが、より困難な栄養課題の解決

にもつながるものと考えています。

　乳幼児は、将来の成長のためにも十分な栄養を摂る必要があり

ます。一方高齢者は、体の機能が低下して、食事からだけでは栄養

を摂りづらくなることも少なくありません。ライフステージの各段階で、

必要な栄養を摂りやすい形で提供することが重要です。

　また、肉体を酷使するアスリートや、疾病の患者さん、生活習慣

病予備軍の人など、一人ひとりが置かれた状況によっても、必要な

栄養や効果的な摂り方は変わってきます。

　味の素グループは、100余年にわたって「食」と「アミノ酸」を事

業の柱としてきた知見を活かし、多岐にわたる栄養へのニーズを満

たす提案を続けていきます。

■ 食とアミノ酸栄養を基盤に、
 多様な食のニーズに応える

■ 複雑な栄養課題に、連携を通じて挑む

味の素グループのアプローチ

食品メーカーの使命として、食と栄養を通じて世界の課題解決に貢献する

人が生きるためには、食べることは欠かせません。

そして豊かな食は、心身の健やかさに大きな影響を及ぼすものです。

味の素グループが掲げる「グローバル食品企業トップ10入り」の目標は、

単に売上を伸ばすことだけを指しているのではありません。

事業を展開する国・地域に根ざし、社会と共生しながら、

食の未来をステークホルダーの皆様とともに切り拓いていきたいという

思いが込められています。

おいしく栄養バランスのとれた食を、世界各地の一人ひとりに届けたい。

創業当時から抱いてきたその願いを、私たちは未来につないでいきます。

味の素グループの使命
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　日本発の食品メーカーであり、創業のきっかけに「だし」が関連し

ている味の素（株）にとって、日本で育まれた和食の文化には特別

な思いがあります。

　2013年12月、「和食：日本人の伝統的な食文化」が世界無形文

化遺産に登録されました。和食が特に評価されたのは、季節に合わ

せた新鮮な食材が用いられていること、「だし」や味噌などの発酵技

術で素材の味わいを引き出していることです。また、一汁三菜を基

本とした食事スタイルや、「だし」のうま味を上手に使って動物性油

脂の少ない食生活を実現している点などが、栄養バランスがよく健

康的だとして、世界から注目されています。

　海外でも日本食レストランが増え、和食ブームが到来しています。

訪日外国人には、日本での食事を楽しみにしている人も少なくありま

せん。その一方で、日本国内では食の多様化が進み、食生活は変

化し続けています。個食・孤食が増え、食卓を囲む雰囲気も変わり

つつあります。

　日本の風土や生活の中で育まれた和食文化には様々な知恵や

技が凝縮されており、食の未来に対して新しい価値や可能性を提

供できるものと私たちは考えています。日本国内で、そして海外へ向

けても積極的に日本食や「うま味」の知識を広め、提案することで、

食に対する議論がより一層深まり、より豊かな食生活が世界中に

広まることを願っています。

世界中に、おいしくバランスのよい食事を届けるために

　1908年、池田菊苗博士は、昆布だしの主要な味の成分がアミノ

酸の一種のグルタミン酸であることを発見。「うま味」と名づけるとと

もに、うま味調味料であるグルタミン酸ナトリウムの製造方法を発明

しました。それを1909年にうま味調味料「味の素®」として商品化し

たのが、味の素（株）の創業者、二代 鈴木三郎助です。うま味を活

用して栄養豊富でおいしい食を普及させ、人々を健康にしたいとい

う志がそこにはありました。この創業の思いは脈 と々受け継がれ、現

在、世界130超の国・地域で味の素グループの製品が販売されて

います。

　創業時から「おいしく食べて健康づくり」を事業の柱としてきた私

たちは、「食」や「おいしさ」を科学的に追究する研究開発に注力し

てきました。味覚、香りや風味、食感など「おいしさを構成するすべて

の要素」を解明するとともに、その成果を独自の素材や配合技術に

よって「自在に組み立てる力」で、「世界一の調味料技術」を確立し

てきたのです。

　その一方で、世界各地には多様な食文化や食材、食べ方があ

ることも尊重してきました。また、家族構成やライフステージ、ライフ

スタイルによって変わる食の在り方にも真摯に向き合ってきました。

「食べること」を多角的に捉え、時・場所・目的に合った食を提案で

きること。それが「食のリーディングカンパニー」である私たちの使命

だと考えています。

■ 「食」と「栄養」を究め続けてきた歴史 ■ 和食文化を通じて、世界の食を見つめる

「うま味」の持つ価値を世界へ提案

（左）「うま味」の発見者、池田菊苗博士　
（右）味の素グループ創業者、二代 鈴木三郎助

具留多味酸（グルタミン酸）と、
1910年頃の「味の素R」
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VOICE うま味の本質的な理解を世界に広めるために、これからも活動を続けていきます

　うま味は、知識として知っていても、実際に体験する機会がないと本質的な理解をしづらい

ものです。これは栄養の専門家である栄養士の方々であっても同じです。ですから、国際栄

養士会議ではエビデンスの紹介だけでなく、シェフの料理を通じた体験に力を入れました。

　ラウンドテーブルの会場は超満員となり、うま味に対する注目度の高さを肌で感じることが

できました。うま味を核とした和食と地中海食が融合できれば、さらに健康によい食事を提案

できるかもしれません。今後もうま味の可能性を世界に広めていきたいと思います。

　2021年、日本で「国際栄養学会議（ICN）」の開催が予定されています。味の素グループ

は日本が誇る和食・うま味サイエンスを世界のトップの栄養関係者に伝えていきます。

DATE:
Friday, September 9th 2016
Time table:
12:00- 13:30
Venue: 
Palacio de Congresos de Granada
Room Albéniz

PROGRAM

Nutritional Aspects of UNESCO Intangible Cultural Heritagein
“Washoku” (Japanese Diet) and the Mediterranean Diet

17th. Internat ional  Congress of Dietet ics

12:00
Importance of Protein and 
Amino Acids in Relation to 
the Japanese Diet [Prof. 
Yasuhiko Kido, Japan]

12:35
Scientific Nutritional 
Interventions Based on the 
Mediterranean Diet [Prof. 
Alfredo Martinez, Spain]

13:10 
Umami Tasting Session; what is 
Umami? Training yourself to 
identify umami 
[Owner Chef Hideki Matsuhisa, Spain] 

和食と「うま味」の持つ可能性を
体験を通じて世界へ伝える

事

例

　栄養に関する課題は国際的に注目が高まっていますが、その解

決には各国・地域の社会情勢や政策が大きな影響を及ぼします。

このため、栄養の専門家である栄養士の国際的な交流や情報交

換の重要性は増しつつあります。

　国際栄養士連盟が4 年に1度開催する「 国際栄養士会議

（ICD）」は、全世界のトップ層の栄養士が一堂に会し、栄養課題の

解決に向けた議論を行う場です。味の素グループは2008年よりこ

の会議に参加し、ブース展示やセミナー等を通じて、うま味を起点とし

た食・栄養へのアプローチを広く啓発する取り組みを続けてきました。

　2016年9月、スペインのグラナダで開催された会議では、味の素

（株）共催のラウンドテーブルを開催。世界の二大長寿食といわれ

る地中海食と和食のエビデンスについて、2名の栄養学者による

講演を行いました。この中で、地中海食ではオリーブ油が、和食では

うま味・アミノ酸が健康を支える重要な役割を果たしていることが紹

介されました。さらに、スペイン在住の日本人シェフによるうま味の解

説と試食を通じて、各国の栄養士に実際にうま味を体験してもらうこ

とで理解を深めました。

　このラウンドテーブルがきっかけとなり、うま味は今回の国際会議

のホットトピックスとして海外の栄養情報サイトや開催国であるスペ

インのメディアに数多く取り上げられることとなりました。

京都府立大学教授　
木戸 康博氏

IUNS国際栄養学連盟
2017-2021年度会長　
Alfredo Martinez氏

（上）Granada Convention Centerのシェフ
（下）地元の食材を使った料理でうま味を体感

最も科学的に検証が進んでいる地中海食ピラミッ
ド。健康な食を支えるのは、適度な運動と楽しみ
（ワイン等）です
出典：AECOSAN “Pirámide NAOS”（http://
www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/
web/nutricion/subseccion/piramide_NAOS.
htm）

Koy Shunkaのオーナーシェフ　松久 秀樹氏

出典：農林水産省「WASHOKU」

出典：農林水産省「和食ガイドブック」

和食が時代とともに進化し、欧米の脂肪に偏った食事と比べて栄養（PFC）バランスに優れていると説明。また、和食文化の一つである弁当は、仕切りで栄養
バランスが整えられ、弁当箱の大きさで総エネルギーがコントロールできるなど、栄養管理上優れていることを説明し、多数の参加者から評価されました。

味の素（株）グローバルコミュニケーション部サイエンスグループ
のメンバー

スペイン・国際栄養士会議2016

■ Changes of PFC balance in Japan ■ 弁当の栄養バランス・エネルギー

ご飯と主菜、副菜を3:1:2の割合で入れた場合

600mlの弁当箱 ＝約600kcal

主食

副
菜

主
菜

副
菜

地域の健康向上

ブーム
仕掛け作り

行政行政

在名テレビ局在名テレビ局

地元新聞社地元新聞社

野菜生産者野菜生産者

地元伝承郷土料理地元伝承郷土料理

地元料理研究家地元料理研究家

外食店・カフェ外食店・カフェ流通流通

メニュー
開発
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　一方、岩手県は脳卒中による死亡率が全国ワースト1位という課題

がありました。脳卒中の主原因である高血圧の抑制を目指し、2015

年7月から毎月28日を「いわて減塩・適塩の日」として県、流通を挙げ

て取り組みを進めています。東北支社としても行政、マスコミ、流通と

連携し、この活動をサポートしています。「だしを使った上手な減塩法」

をテーマとしたセミナーを実施したり、「芋の子汁」等地域の旬素材を

使った減塩メニューを、流通と連動してチラシ紙面や店頭で提案して

います。あわせて、県のキャラクターを活用した店頭イベントを行い、生

活者への普及を図っています。これらの活動は地元のマスコミでも紹

介されています。

　このノウハウを他の地域でも活かし、各地域の実情に合わせた

提案を広げていく考えです。

だしや調味料の知見を活かし
地域の栄養課題に挑む

行政・流通との連携で、だしのうま味を活かした減塩を広める

教育機関とともに、地域の野菜摂取量の向上を図る

　世界的にみても、日本人は塩分摂取が多いといわれます。特に東

北地方は伝統的に塩分の高い食事が多く、全国平均と比較しても

食塩摂取量が多くなっています。過剰な塩分摂取は高血圧などの

生活習慣病を招くため、各自治体は減塩に着目した活動を始めてお

り、味の素（株）はだしの知見でそうした動きをサポートしています。

　平均寿命が全国最下位である青森県では、県民の健康寿命の

延伸が課題となっていました。そこで2014年4月、味の素（株）東北

支社は、だしのうま味を活かした減塩メニュー開発を青森県庁に提

案。健康的な食の普及と地産地消の推進を目指した「だし活！健活！

減塩推進事業」が2014年度からスタートしています。東北支社はこ

の活動に継続的に参画し、地元スーパー等の流通に向けた勉強会

を開催したり、普及のためのイベントの企画などにも協力しています。

　日本人の1日あたりの野菜摂取目安量は350gですが、全国平均

は288gと目安より低く、特に愛知県は241gと全国最下位です。こ

うした状況を踏まえ、味の素（株）名古屋支社では「もっとおいしくた

くさん野菜を食べてもらおう！」をテーマに、東海エリアの野菜摂取

量アップを目指す「ラブベジ®」企画を2015年度より立ち上げて継

続的に活動しています。

　「ラブベジ®」は、行政・生産者・流通・外食産業・大学・マスコミ・

味の素グループで東海エリアの生活者の皆様の野菜摂取拡大の

サイクルを作って盛り上げていこうというものです。

　特に名古屋支社では、愛知県の椙山女学園大学と連携し、管

理栄養学科の学生さんたちを対象にレシピコンテストを開催し、優

秀レシピはWebサイト「レシピ大百科」内で紹介しています。オープ

ンキャンパスでは「ラブベジ®」メニューを提供していただくなど、広

く社会へアピールすることにも取り組んでいます。さらに、協働でメ

ニューブックを作成し、小売業様の野菜売場で配布することで、直

接的に生活者の皆様への「ラブベジ®」の浸透も図っています。

　今後は、野菜の生産者様や外食産業様にも「ラブベジ®」を広め、

地域全体で野菜の摂取量をアップして健康増進につなげていけれ

ばと考えています。

■ 「ラブベジ®」プロジェクト全体図

手 軽に野 菜を食べられるメ
ニューを、椙山女学園大学の学
生さんたちと考案。メニューリー
フレットにまとめて配布しました

地域の健康向上

ブーム
仕掛け作り

行政行政

在名テレビ局在名テレビ局

地元新聞社地元新聞社

野菜生産者野菜生産者

地元伝承郷土料理地元伝承郷土料理

地元料理研究家地元料理研究家

外食店・カフェ外食店・カフェ流通流通

メニュー
開発
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　世界で合宿・遠征を行う選手たちは、時差や食生活、環境の違

いに向き合いながらも本番の連戦に臨んでいます。「ビクトリープロ

ジェクト®」の担当者は海外遠征にも帯同し、事前の調整時から食

を通じたサポートを行っています。

　選手のコンディショニングを維持するために、選手向けに「アミノ

バイタル®」等のアミノ酸顆粒製品や「ほんだし®」「鍋キューブ®」等

の調味料製品等を日本から大量に持ち込みます。遠征地で「勝ち

飯®」を提供したり、選手一人ひとりの食事や栄養摂取ブログラムを

作成するなどの活動を行います（契約競技団体）。食堂が設置され

る大会では、選手が当社製品を持ち込み、食堂のメニューを食べや

すいようにアレンジし、体調管理を行います。

　これからも、選手が最高のコンディションで試合に臨めるよう、食

とアミノ酸を通じてチームの強化を支えていきます。

食とアミノ酸の力で
日本選手の国際競技力向上に貢献

トップアスリートに寄り添い、食と栄養でコンディショニングサポート

　スポーツをする際には、食事を通じた栄養補給や適切な休養、筋

肉の維持・増進のための栄養摂取が重要です。世界を舞台に戦い、

肉体を酷使するトップアスリートにとっては、なおさらのことです。筋肉

を作るたんぱく質はアミノ酸から構成されていますが、スポーツをする

ことによってアミノ酸が徐々に体から減っていくことが多くの研究に

よって明らかになっています。このため競技力向上のためには、適切

な食事の摂取と、食事を補うためのアミノ酸補給が欠かせません。

　味の素（株）は、2003年より国際競技力の総合的な向上を図

る（公財）日本オリンピック委員会（JOC）とパートナー契約を結び、

「ビクトリープロジェクト®」を推進しています。味の素（株）は、創業

以来培ってきた食とアミノ酸の知見を活かして、トップアスリートが

世界で勝ち抜くために、日々のスポーツ栄養及びアミノ酸コンディ

ショニング支援活動を実践しています。

■ 食と栄養でサポートする
 「ビクトリープロジェクト®」

■ 練習や合宿、試合当日まで
 密着したサポートを実施

TO P I C S 「東京2020大会」に向けて
　味の素（株）は、2016年3月28日に、（公財）東京オリンピック・パ

ラリンピック競技大会組織委員会と東京2020オリンピック・パラリ

ンピック競技大会のオフィシャルパートナー（調味料、乾燥スープ、

アミノ酸ベース顆粒、冷凍食品）の契約を締結しました。

　「東京2020大会」及びJOC・JPCオフィシャルパートナーと

して初めて迎えた「リオ2016大会」においても、日本代表選手

団が最高のパフォーマンスを発揮するために、「アミノバイタル® 

Rio2016日本代表選手

団SPECIAL」（非売品）

を含め、アミノ酸ベース顆

粒製品を合計30万本提

供するなど、選手のトータルコンディショニングを支援しました。

　そして続く「東京2020大会」でも、日本代表選手団及び東京2020組織

委員会への積極的な支援を通じ、大会の成功に貢献したいと考えています。

2016年3月28日 記者会見の様子  リオに設置された当社ブース

遠征先で「勝ち飯R」を提供練習会場で日々のプログラムを確認し合う
選手と担当者

車椅子バスケットボールの選手と担当者日本からハンドキャリーした大量の
「アミノバイタルR」や調味料製品

味の素（株）「ビクトリープロジェクトR」メンバー

※ 味の素（株）は、JOC・JPCオフィシャルパートナー（調味料、乾燥スープ、アミノ酸ベース顆粒、冷凍食品）です。

契約カテゴリー製品
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健康寿命の延伸に向けて
たんぱく・アミノ酸栄養を活用

課題先進国・日本で、高齢者栄養の在り方を考える

　その他、Webサイトでの情報提供や、自治体との連携による生

活者を対象にしたセミナー等も実施し、様々な社外関係者との連携

を深め、多様な形態でアミノ酸の持つ健康価値の情報発信、さらな

る普及啓発活動を進めています。

　加齢によって体には様々な変化が起こりますが、その中で健康に

大きく影響するものの一つが筋肉の減少です。加齢による筋肉減少

（サルコペニア）はロコモティブシンドローム（ロコモ）を招き、寝たき

りや要介護状態につながりやすくなります。このため、高齢者は筋

肉を意識的にケアすることが重要です。筋肉の維持・強化には、適

度な運動とたんぱく質の摂取、つまり食事が重要となります。

　しかし、高齢者は加齢により筋たんぱく質を作り出す力が弱くなる

だけでなく、食も細くなり、食事だけで必要なたんぱく質を摂取するこ

とが難しいという課題があります。そこで、たんぱく質に比べて体内

への吸収が速いアミノ酸を上手に活用することを、味の素グループ

では提案しています。筋たんぱく質合成に重要な働きをする「ロイシ

ン」を含む必須アミノ酸は体内では作ることができません。食事から

の摂取が必要ですが、難しい場合は栄養機能食品やサプリメントを

活用することも一つのポイントです。

　アミノ酸研究の成果により開発された、味の素（株）独自配合の

ロイシン高配合必須アミノ酸混合物「Amino L40」は、ロイシンを

40%配合し合計9種類の必須アミノ酸を独自に組み合わせた素材

です。食品たんぱく質に比べ少量で筋たんぱく質合成作用を得られ

る特性を持ち、この特性がロコモの原因の一つであるサルコペニア

の効率的な対策手段になり得るものとして、学会等でも発表を行い、

現在も研究を継続しています。また、『日本人の食事摂取基準（2015

年版）』には、高齢者を対象とした介入試験におけるロイシン高配合

必須アミノ酸混合物の有用性が紹介されています。

　日本では65歳以上の高齢者人口が3,300万人、高齢化率は

26.0％に達しています（内閣府「平成27年版高齢社会白書」）。高

齢化率は2005年に世界で最高の水準となり、2060年には40％に

達する見込みです。世界で類を見ない超高齢社会を迎えた今、高

齢者が尊厳を持ち、自立して豊かな人生を享受できる社会基盤を築

くことが、日本における急務です。

　高齢期のQOL（Quality of Life：生活の質）を向上させるために、

味の素グループでは「質のよい食事と栄養」によって健康寿命を延

伸させることが重要と考えています。そして、その実現に寄与するた

めにアミノ酸の持つ健康価値に着目し、地域社会や栄養士と協働

し、正しく有用な情報の普及、簡単に調理ができて必要な栄養を摂

取できる調味料や食材の提供等、総合的な取り組みを進め、たんぱ

く質やアミノ酸の働きを健康な生活に活かすことを提案しています。

　2016年3月には東京支社主催で、栄養士・教育関係者など食と

栄養の専門家を対象に、「超高齢社会に備える栄養対策」をテー

マに「食と健康セミナー」を実施しました。第一線で活躍される講師

の講演を行うとともに、主催者側からとして味の素グループが食の

専門家とさらに協働して日本が直面する健康栄養課題に取り組ん

でいくことを示しました。

■ アミノ酸の力を活かし、
 高齢者のQOL向上を目指す

■ 筋力の維持・向上に、アミノ酸を上手に役立てる

アミノ酸でロコモ予防の取り組みをサポート

　鳥取県南部町では、ロコモ予防のために、「ロコトレ運動教室」を開催し、運動と栄養の両面

から町民の健康状態・身体機能の改善に取り組んでいます。味の素（株）は「Amino L40」を含む

サプリメントの提供を通じ、南部町の取り組みを支援しています。運動と「Amino L40」を活用した

栄養補給による「ロコトレ運動教室」は、参加者の健康状態や身体機能に改善をもたらし、この

取り組みの成果は南部町の担当者により日本公衆衛生学会（2015年）にて発表されました。

ロイシン

40%

イソ
ロイシン

11%

バリン

11%

スレオニン

リジン

フェニルアラニン トリプトファン
ヒスチジン
メチオニン

「Amino L40」の
アミノ酸組成

南部町総合型地域スポーツクラブ
 スポnetなんぶ 板 真悟さん

「食と健康セミナー」の様子

18味の素グループ サステナビリティデータブック 2016 特集1 健康な生活 7



2011年までのフェーズ1では、市場調査と製品開発、生産体制の

確立を目指してきました。2011年以降のフェーズ2では、生産を開

始するとともに、製品の栄養効果試験や流通モデル試験を実施し

ました。そして2016年度以降は、本格的な生産・販売を行うフェー

ズ3に移行しています。

　本プロジェクトは、ソーシャルビジネスを志向していることも特徴で

す。推進にあたって直面する途上国特有の課題を乗り越えるため

に、政府機関や大学、国際NGO、企業等、様々なセクターとパート

ナーシップを築き、シナジーを発揮することで、より効果的・効率的で

持続可能なビジネスモデルの構築を目指しています。

母子の栄養不足の解決を目指す
「ガーナ栄養改善プロジェクト」

多様なセクターとのパートナーシップで課題解決に挑む

　世界では約20億人が栄養不足の状態にあるとされ、途上国で

は5歳以下の子どもたちが毎年310万人、命を落としています。また、

世界の子どもの死亡原因の約3分の1は栄養に由来するものとい

われています。妊娠期から子どもが2歳の誕生日を迎えるまでの「最

初の1,000日」に栄養が不足すると成長不良や知能の低下も招く

とされ、将来にも影響を及ぼします。

　そこで味の素グループは2009年より、ガーナにおいて、離乳食の

栄養バランスを強化するアミノ酸入りサプリメント「KOKO Plus」

の開発・製造・販売を通じて、離乳期の子どもの栄養改善を目指す

プロジェクトに取り組んでいます。

　プロジェクトは3段階のフェーズで進められており、2009年から

Nutrition Improvement Project
 The AJINOMOTO Group 

世界で栄養不足に苦しむ人々は、およそ20億人。途上国では5歳以下の子どもたちが毎年310万人、命を落としています。それらの解決に、アミノ酸の知見を活かしたい。
その想いを胸に2009年に開始したのが「味の素グループ栄養改善プロジェクト」です。ガーナ現地の朝ご飯“ココ”に振りかけるだけで、栄養が補える“ココプラス”という製品を開発。
子どもたちの未来の健康をカタチにします。また、製品の普及に向けて、様々なNGO、国際機関、企業とともに、ソーシャルビジネスのモデルの構築も進めています。
ガーナでのノウハウを、他の国々にも広げることを目指して。味の素グループの挑戦は続きます。

世界の課題を解決 する、朝ご飯があります。

Promoting the use of KOKO Plus in Ghana

Better Nutrition, Brighter Future.

 

■ 子どもの発育を決める「最初の1,000日」の栄養

ガーナでは、主に生後６か月以降の離乳期の栄養不足が原因で、2歳児の約30％が低身長

ガーナの離乳食であるコーンのお粥“koko”は、
エネルギーやたんぱく質、微量栄養素が不足して
いる。「KOKO Plus」を加えることで、不足栄養素
を補うことができる
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　地域ごとに販売方法を変えて1年間試験を行いました。北部農

村部では、国際NGOのCAREと協働で、現地女性販売員のネット

ワークによる販売を実施。南部 Eastern Regionでは、南アフリ

カのソーシャルマーケティングカンパニーであるESMと協働で、小

売店ルートでの販売と需要創造の取り組みを組み合わせて展開し

ました。その結果、北部では子どものための行動変容が促された一

方、南部では特に保健所などでの栄養教育や現地ラジオの活用が

需要創造に有効であるとわかりました。

　プロジェクトは今後、新しいパートナーとの連携や母親の栄養改善

も視野に入れて、より持続可能なビジネスモデルの構築を目指していき

ます。また、ガーナでの経験を、他の途上国にも展開していく予定です。

パイロットスタディーの結果をもとにプロジェクトの今後を検討

　フェーズ2の段階で行った二つの試験からは、プロジェクトの今後

を考えるための重要な成果が得られました。

　「KOKO Plus」を投与するグループ、微量栄養素のみを投与す

るグループ、非投与のグループの3群で、それぞれ約300人の子ど

もたちの成長や貧血などの栄養状態を比較するとともに、すべての

グループに同じ栄養教育を実施しました。その結果、被験者全員

にサプリメントが100％届いたと仮定したモデルでの解析において、

「KOKO Plus」が低身長と貧血の予防に最も有効であるという

結果が得られました。

VOICE すぐに効果が出ない製品だからこそ、消費者とのコミュニケーションが欠かせません

　「KOKO Plus」は、2016年度から少しずつ販売活動範囲を

広げており、9月には商業の中心都市、クマシに販売拠点を開設

しました。

　ここは、これまで「KOKO Plus」が全く知られていない地域です。

しかし、販売担当者がお店の人や消費者に一生懸命説明すると、

この製品の意義や効果を理解し、期待を込めて購入してくれます。

　ただ、一般的な食品や調味料は「食べるとおいしい、使って便

利」といった効果がすぐにわかるものが多いのに対し、「KOKO 

Plus」は、効果がすぐに出なくても、消費者の方々に根気よく買

い続け、使い続けてもらわなければならないという難しさがあります。

　この課題の克服には、公的機関の協力

を得ながら、地道な活動によって「KOKO 

Plus」ファンを増やし、人づてに広めていく

ことが成功へのカギと信じ、日々営業担当

者と一緒に活動を続けています。

味の素（株）研究開発企画部＜ガーナ駐在＞

上杉 高志

マラウイで始まった、低栄養の子どものための栄養治療食開発

　世界の5歳未満児のうち、1,600万人が重度の消耗症とされています。急性ある

いは重度の栄養不足で死のリスクに直面しているこうした子どもたちの多くは、アジ

ア・アフリカの途上国に暮らしています。貧困国では病院による治療が困難なため、

近年は母乳とあわせて栄養治療食（RUTF）を用いる治療が広がっています。

　こうした背景を踏まえ、味の素（株）はマラウイでRUTFの生産に向けた準備を進

めています。アイルランドのチャリティー団体バリッド・ニュートリションと協働し、従来

は栄養効果が弱いとされてきたアフリカ産の穀類を原料に、アミノ酸を添加すること

でRUTFの開発に成功。2015年10月から栄養効果試験を行っています。持続的な

ソーシャルビジネスとして将来の事業化を視野に入れ、活動を継続していきます。
RUTFの試食品と、それを食べる子ども

■ 栄養効果試験

■ 流通モデル試験
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