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日本発の「食」と「栄養」の知見を世界へ広げる
「食べる」ことはヒトが生きるために不可欠な行為ですが、社会情勢や経済状況、地域の文化の影響を色濃く
受けるものでもあります。どのような状況においても、おいしく栄養バランスのとれた食を世界各地の人々に届けることは、
食品メーカーである私たちの使命です。創業から100余年にわたり「食」と「栄養」を究め続けてきた私たちだからこそ、
食べることを通じた豊かな暮らしに貢献できると考えています。

特集1

日本で育まれた食文化の持つ価値を世界へ発信する
　2013年12月、「和食；日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形

文化遺産に登録されました。「和食」文化の特徴として、①多様で

新鮮な食材とその持ち味の尊重、②健康的な食生活を支える栄養

バランス、③自然の美しさや季節の移ろいの表現、④正月などの年

中行事との密接なかかわり、の四つが挙げられます。そして「②健

康的な食生活を支える栄養バランス」では、一汁三菜を基本とする

食事スタイルやうま味を活用することによる動物性油脂の少ない食

生活の実現が特徴として挙げられています。近年海外では、四季

折々の食材やヘルシーさが注目されて和食ブームが続いており、海

外における日本食レストランが増え、日本の食事を期待して訪日す

る外国人も急増しています。一方で、日本国内では食の多様化が進

み、食生活が変わりつつあります。「和食」のユネスコ無形文化遺

産への登録は、伝統的な日本の食文化を改めて見つめ直すととも

に、和食文化を継承し広めていくために何をなすべきか、日本人が

自ら考え行動するきっかけでもあるのです。

　日本で創業し、食とアミノ酸を事業の柱とする味の素グループに

とって、「和食」は事業の根幹に深くかかわるものです。

　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し、その味を「うま味」

と名づけました。さらに、うま味調味料であるグルタミン酸ナトリウ
（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」

ムの製造方法を発明しました。池田博士の「佳良にして廉価なる

調味料を造り出し、滋養に富める粗食を美味ならしむることが国

民の栄養不良を矯救せしむる」という思いに二代 鈴木三郎助が共

感し、1909年に世界初のうま味調味料「味の素R」を発売したこと

が、味の素グループ創業の原点です。

　この創業の思いは、現在まで受け継がれています。「おいしく食

べて健康づくり」という志は日本のみならず、海外で事業を展開す

る際にも私たちが大切にしている考え方です。日本で培ってきた製

品や技術の力を活かして、世界の食を豊かにし、栄養課題を解決し

たい。それこそが食のリーディングカンパニーとしての責務であると

私たちは考えています。
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　日本の食文化について、日本国内でも理解を深め、次の世代に継承していくために、味の素グループは様々な活動を進めています。
その一環として、（一社）和食文化国民会議（和食会議）に参画。日本の食を支える生産者や様々な企業・団体、NPO、地方自治体
等と連携し、「和食」文化の保護・継承と価値の再発見に取り組んでいます。
　また、独自の取り組みとして、出前授業「だし・うま味の味覚教室」を2006年より継続し
ています。これは、味の素（株）社員が講師として小学校に伺い、うま味を含む基本味や 
日本のだし文化について、体験を交えて学べる食育プログラムで、2015年度中には1,000校、 
延べ77,000名を超える見込みです。
　2015年5月には、味の素（株）川崎事業所の敷地内に「味の素グループうま味体験館」
がオープンしました。

日本国内でも、日本食とうま味について様々な形で議論・提案TOPICS

「食」がテーマのミラノ万博で、
日本食と「うま味」の価値を提案

　「地球に食料を、生命にエネルギーを」をテーマに、2015年5月に開

幕した2015ミラノ国際博覧会（ミラノ万博）。世界各国・地域が食や

環境をテーマとしたパビリオンを展開する中、日本は「Harmonious 

Diversity －共存する多様性－」をテーマに出展しました。日本館で

は、日本の風土と食のかかわりや、日本の食生活の様々な知恵と技を

紹介するなど、日本食の持つ価値や可能性を体感できる展示がなさ

れました。

　味の素グループはこの日本館への協賛や、うま味や環境に関する

情報提供を通じて支援を行いました。加えて、会期中の7月にミラノ市

内に置かれたジャパンサローネの会場に「PIAZZA AJINOMOTO」

（味の素広場）を設置し、うま味シンポジウム、試食体験と展示を行い

ました。

　イタリアにはトマトやアンチョビ、チーズなどうま味の豊富な食材が

たくさんありますが、味覚としてのうま味の認知はまだ高くありませ

ん。そこでイタリアで初となるうま味の国際シンポジウム「UMAMI 

SUMMIT in MILAN」を開催。シェフや研究者等、世界のうま味ス

ペシャリストによるパネルディスカッションでは「うま味によって料理はど

う変わるのか」「うま味の健康価値」などのテーマを掘り下げました。ま

た参加者は、ドライトマトの試食や試飲を通じて、うま味の特徴や、うま

味たっぷりのだしを使うことで減塩してもおいしさが維持されることを

実感しました。

　企画展示では生命とアミノ酸の関係、「うま味」の紹介のほか、日本

人のライフスタイルから生まれたエコの特徴として江戸時代から現代

「味の素グループうま味体験館」外観

までの「お弁当」の変遷を展示。古くから伝わるお弁当づくりの知恵

や、現代のお弁当づくりを支える冷凍食品の技術などが、来場者の興

味を集めました。

　また、「Pasta Bar」と名づけた試食カウンターでは、日本の「白だし」

や「ほんだしR」を使ったパスタを提供。だしによって風味が豊かにな

り、塩やオイルの量を減らすことができるこれらのメニューに、「初めて

経験した味」「おいしい」などの評価をいただきました。他にも、焼きそ

ばや即席麺、ギョーザ等の試食も多くの人でにぎわい、日本の食品が

注目されていること、うま味やおいしさを感じる喜びは国境を越えられ

ることを改めて感じる場となりました。

パネルディスカッションのモデレーター
NPO法人うま味インフォメーションセンター 理事

二宮くみ子氏

有史以来、うま味とともに食文化を築いてきたイタリ
アで、このような国際シンポジウムが開催できたこと
はとても有意義でした。イタリアでさらにうま味に対
する理解が深まり、イタリアからもうま味が世界に発
信されていくことを期待します。

パネリスト
イタリア食科学大学准教授

ガブリエラ・モリーニ氏

ヒトは火を使って調理をしたり保存の技術を持つこ
とで食の世界を格段に広げてきました。発酵させた
り、エキスを濃縮する手法はグルタミン酸を増やす
工夫でもあったのです。つまり、うま味はヒトが長い
歴史の中で追求し続けてきた味なのです。
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　ナイジェリアでは伝統的に、マメ科のパルキアという常緑樹に
できる豆を発酵させた、アミノ酸を豊富に含むダワダワ、イル、オ
ギリと呼ばれる発酵調味料やトマトが家庭料理に使用されてお
り、うま味に対する味覚受容性は高いと考えられます。
　一方で、消費者調査を始めてみると、喫食頻度の高いジョロ
フライスやシチューに、多くの消費者がカレーパウダーを隠し味と
して使用していることがわかりました。
　そこで、うま味をベースにカレーパウダー等を加えることで、1袋
で料理にうま味とスパイス感を付与できる「MaDishR」カレー
風味を開発しました。この製品は、うま味調味料、風味調味料、
スパイスといった既存領域とは異なるユニークな製品であると考
えています。今後も、おいしさとお客様のニーズを満たす、お客
様にとって価値のある製品を提供し続け、ナイジェリアの食卓に
おいしさと笑顔を届けていきます。

うま味とスパイス感を1袋で付与できる
「MaDishR」カレー風味（ナイジェリア）

TOPICS

　島国の風土に根ざして独自の発展を遂げてきた日本の食文化です

が、長い歴史の中では、海外からもたくさんの影響を受けています。天

ぷら、すき焼きなども、元は海外から伝わった調理法をアレンジし定着

したものといわれています。つまり日本の食文化とは、伝統を守りなが

らも新しい手法や素材を柔軟に取り入れ、時代や環境、食のニーズに

合わせて発展・進化し続けてきたものなのです。そして、その変化に応

えるために企業として技術を磨き、新しい食のあり方を提案することで、

味の素グループの事業は成長してきました。

　現在、日本では社会動向に合わせて、食生活も変容しつつあります。

世帯人数の減少や女性の社会進出が進んで家事に費やす時間も

減っています。少量でもおいしく簡便に調理できる食品や調味料への

ニーズを満たすことは、生活者価値の創造につながります。例えば

味の素（株）では、多様化する生活者の意識をとらえた製品展開を行っ

ています。身近な材料で手軽にメインとなる料理をつくれるメニュー用調

味料「Cook DoR きょうの大皿」のラインナップを充実させるほか、チューブ

入り調味料「Cook DoR 香味ペースト」はこれだけで本格的な野菜炒め、

炒飯、スープに使える経済性・汎用性が受け入れられています。また、粉

体加工技術を活かし、サラダの見栄えも食感もアップさせるサラダ用シー

ズニング「Toss SalaR」や、“小分け鍋つゆ”市場を開拓した「鍋キューブR」

などの生活者のニーズに応える新たな商品を創出しています。

時代や文化に即した「おいしさ」を届ける

変わる日本の食生活のニーズを
先取りし、製品で応える

それぞれの地域の食文化を尊重し
海外にも「おいしさ」を届ける

　このように、日本市場で培ってきたニーズを発見する「顧客機会発

見力」と、調味料・食品の技術は、海外でビジネスを行う際にも役立て

られてきました。とはいえ、日本の製品を日本で好まれる味のまま、海

外市場で展開することはありません。

　味の素グループは現在130の国・地域で製品を展開していますが、

世界各地にはそれぞれの「おいしさ」があり、調理や食習慣にも特徴

があります。ですから、新たな地域への進出時や製品開発の際には、

各地の現地語や国民性・価値観に基づく「食文化に対する深い理

解」「商品開発力」「販売力」を発揮し、徹底した現地適合を行うこ

とが必要です。その実現のために、現地社員が独自調査で顧客・生

活者のニーズを見出し、おいしさと品質を両立した製品を独自の開

発・生産技術で創り出しています。そうして生み出された製品は、現

地の販売・物流の状況に応じた体制を通じて店頭に並び、お客様の

手元に届けられます。また、現地の文化に合わせて、製品・サービス

の持つ価値を伝えるコミュニケーションにも力を入れています。双方

向のコミュニケーションを通じて、顧客・生活者の声を聞き、次の製品・

サービスに結びつける取り組みも進めています。

　こうした取り組みを通じて、顧客・生活者を起点とする高い価値と

品質を持った製品・サービスの提供を行い、事業を展開するすべて

の国・地域で「おいしさNo.1」を目指していきます。

ジョロフライス

店頭での陳列の様子

特集1　日本発の「食」と「栄養」の知見を世界へ広げる

ウエスト・アフリカン・シーズニング社
　「MaDishR」開発チーム

小売店への商品説明
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　従来、海外市場への参入にあたっては、まずは汎用性の高いうま味

調味料「味の素R」を投入してきました。その後、徐 に々付加価値の高

い製品を展開していきます。具体的には、各地に特有の「だし」を手軽

に使えるようにした風味調味料や、各国の家庭料理の定番メニューを

手軽においしく味わえるメニュー調味料を投入していきます。さらに、現

地の生活者のニーズや食習慣に合わせて、スープや即席麺、冷凍食

品など、多様なラインナップの製品を展開します。

　市場の動きが活発かつ急速に変化する現在においては、各国・地

域の状況に合わせた柔軟かつスピーディな対応も重要です。例えば、

近年本格的な事業展開を行っている北米や欧州などでは、各国の状

況に合わせて、冷凍食品や即席麺など加工度の高い製品から市場に

参入するケースも増えつつあります。

　世界各地で製品を展開するにあたっては、「いつでもどこでも誰で

も買える」ということも重要です。例えば、うま味調味料「味の素R」は、

インドネシアでは0.9g（50ルピア：約0.4円）、フィリピンでは9g（2ペソ：約

5円）、ベトナムでは50g（3,000ドン：約16円）という規格※1で販売して

おり、お客様にとって買いやすい価格、使いやすいサイズの製品を目

指しています。

　また、スーパー等がまだ普及していない国・地域では現金直売モデ

ルを採用し、現地スタッフが現金で現物（製品）を販売する「三現主

義」を徹底しています。市場や店舗を直接訪問し、店主や消費者との

コミュニケーションを大切にし、より地域に根ざしていきます。

各国・地域の味覚やニーズを把握して
最適なラインナップを展開

いつでも、どこでも、誰にでも
買いやすい形で製品をお届けする

日本 タイ フィリピン マレーシア インドネシア ペルー米国 ナイジェリアブラジルベトナム インド カンボジア

日本 タイ フィリピン マレーシア インドネシア 米国 ペルーベトナム 中国 ブラジル フランス カンボジア

コートジボワール

日本 フィリピンタイ マレーシア インドネシア ブラジル ベトナムペルー インド

日本 ブラジル 台湾 韓国

タイ ペルー ポーランド フランス

日本 アジア 米国ヨーロッパ

冷凍食品

即席麺

スープ

メニュー用
コンプリート調味料

風味調味料

「味の素®」
リテール

製
品
の
広
が
り

各国への広がり

味の素グループにおける製品展開の考え方

　北米では近年、ヘルシー・高品質志向や日本食等への関心の
高まりにより日本食・アジア食の冷凍食品市場が成長し続けて
います。2014年11月にウィンザー・クオリティ・ホールディングス
社を買収、2015年4月に米国の組織を再編し、味の素ウィンザー
社が誕生しました。
　味の素グループの製品開発力および生産技術とウィンザー社
の全米に広がる生産・物流拠点や米国の小売店（約8万店）、
外食チェーン（約12万店）への強力な販売ネットワークを組み
合わせることで、日本食・アジア食の冷凍食品市場で圧倒的
No.1ブランドを目指します。
　味の素ウィンザー社が得意とする米飯・麺・餃子、中でも最

日本食ニーズに応えるため、北米で体制を強化

製品の魅力を伝えるため、試食会
などを積極的に実施

近北米でブームとなっているラーメンの新市場創出や新たな価
値を提供することで、米国においても味の素グループの存在感
を示すことができるよう、挑んでいきます。

※1 日本円への換算には、2015年9月時点の為替レートを使用
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「食」の多様性への理解と尊重〜Halalなど「食」の宗教対応〜TOPICS

　Halalをはじめとする宗教対応の実践は、世界中のムスリム
等のお客様が安心して生活を送るために不可欠なものであり、
味の素グループでは品質保証活動の一つとして位置づけながら、
地域のステークホルダーの皆様とよく対話を重ね、宗教・地域
文化を尊重し「おいしさ」を届ける取り組みを実践しています。
　2001年にインドネシアで発生したHalal問題※2は、宗教と

「食」のかかわりについての認識なしに事業は成り立たないこ
とを改めて認識する機会となりました。これ以降、味の素グルー
プではHalalに対する理解を深め、取り組みを強化してきました。
　インドネシア味の素社では、Halal問題発生から間もなく、現
地経営陣のもと、Halal委員会を設けました。そして、インドネシア
の認証機関（MUI）や地域の宗教団体との対話を深め、継続
しながら、ISOなどの知見をもとに、独自のHalalマネジメントシス
テムを構築しました。同時に、Halalに関する社内教育体制など
もいち早く構築しました。
　そして、味の素グループでは2003年には味の素グループ独自
の品質保証システム「アスカ（ASQUA）」に定める品質基準
の一つとして「Halal管理基準」を制定し、全社の課題として
継続して取り組んでいます。

　近年イスラム市場が拡大するに従って、Halalの認証基準が
厳格化してきました。特にMUIでは2009年以降、Halal保証
システム（HAS）※3の構築とそのマネジメントに対する評価を受
けることを要求事項の一つとして求めてくるようになりました。
　この動きに対応するため、味の素（株）品質保証部をコー
ディネーターとし、組織横断型のHASチームを結成、HASの
マネジメントシステム構築と継続的改善に努めました。その結
果、「Halal管理基準」を改定し、その中で「宗教対応アセスメ
ントチェックリスト」等も整備しています。品質の観点と同様に、
宗教対応上のトラブルを起こさないようにするチェックリストは
味の素グループ独自のものであり、強みにもつながっています。
　こうした取り組みの積み重ねにより、日本では、味の素（株）

Halal（ハラール）問題で学んだ
宗教対応の重要性

市場の拡大と認証基準の厳格化への対応

東海事業所が2013年に最高評価である「AAA（3回連続A
評価）」を国内企業で初めて取得。2015年には味の素（株）
川崎工場および九州事業所、日本プロテイン（株）を含む対象
4工場すべてが「AAA」を達成しました。
　さらに、インドネシア味の素社は、2009年の新制度導入開
始時の監査からA評価を取得し2010年までに「AAA」を取
得しました。その後4年ごとに行われる2014年の更新審査
においてもA評価を得ています。また同社は、2013年には
MUIや行政対応専門のFRA部（Food Regulatory Affairs 
Department）を本社に新設し、これまで以上に密にMUIとの
対話を行うこと等を通じて、新製品の発売の際などに個別の監
査を受けることなく、短期間でHalal認可が得られる体制を構築
しています。
　インドネシアだけではなく、マレーシア政府Halal認証機関

（JAKIM）とも良好な関係を築くなど、イスラム市場の拡大に
合わせて、世界各国で対話を積み重ねています。特にインドネ
シアおよびマレーシアに関しては、拡大するイスラム市場への
輸出生産拠点として、積極的なHalal対応の製品展開を進め
ています。
　また、味の素グループではHalal認証だけでなく、ユダヤ教の
Kosher（コーシャー）認証取得など、宗教上の「食」への尊重
と理解に基づき「おいしさ」をお届けする仕組みづくりに積極的
に取り組んでいます。

※2 Halal問題：インドネシア味の素社において、うま味調味料「味の素R」の生産に使用す
る発酵菌を保存する培地に、豚由来の酵素を触媒としてつくられた大豆蛋白分解物質が
含まれていたことで、インドネシアの認証団体に不信感を与えた件。現地社会への深い配
慮を欠いていたことが社会的な問題となった

※3 Halal保証システム（HAS）：Halal製品の原料調達から製造、保管、流通およびお客様に
提供するまでのすべてのバリューチェーンでHalal性を担保するために考えられたマネジメン
トシステム

Halal認可済みの製品には、パッケージにマークを表示

インドネシア味の素社 FRA部
（Food Regulatory Affairs Department）メンバー

HASのマネジメントに対す
る評価証

Halal保証システム（HAS）は、味の素グループのHalalマネジメン
トシステム運用上の指針として非常に重要です。この保証システム
は、従業員による自社のマネジメントシステムに対する理解や積極
的関与を促進しています。また、Halal対応製品を継続的に製造し、
インドネシアはもちろん、拡大するイスラム市場におけるムスリムの
お客様のニーズを満たしていこうという経営者のコミットメントにもつ
ながっています。

インドネシア味の素社 FRA部

Hermawan Prajudi



　世界人口の増加や経済状況の変化は、人々の食生活とも深くかか

わっており、栄養状態に大きな影響を及ぼします。慢性的な栄養不足

や肥満、微量栄養素欠乏は世界的な課題であり、健康を脅かす疾患

の原因にもなり得るものです。

　味の素グループは従来より「食・栄養」に関する様々な社会貢献活

動に取り組んできましたが、現在、支援を超えた積極的な活動を起こ

していこうとしています。より主体的に、事業と結びつけた形で、栄養

の課題に挑んでいかなければならないと考えています。

　そうした思いを実践するステップの一つとして、2014年11月に開

催したのが「第5回 味の素グループ サステナビリティフォーラム『ニッ

ポンの栄養が世界を変える！』」です。このフォーラムでは、産官学・

NGOから栄養の課題に取り組む方々にご登壇いただき、それぞれの

専門性を活かした連携の道を探ることを目指しました。

　フォーラムでは、近代日本の栄養に対する取り組みに注目が集まりま

した。第二次世界大戦後の日本では低栄養からの脱却が大きな課

題でした。その改善に大きく貢献したのが、日本独自の学校給食の仕

組みです。一方、それから40年ほど経つと肥満の増加が課題となりま

した。それに対しても、細やかな栄養指導などの取り組みがなされ、こ

こ最近では日本は世界で唯一肥満者の割合を低下させることができ

た国となり、長寿世界一も実現しています。つまり日本は、食の欧米化

の流れの中にあっても、長年育んできた「だし・うま味」をベースにした

食に加えて、バランスのよい栄養摂取を促す様々な制度が充実して

いたことで、先進国の中でも稀有な健康長寿を実現できたのです。

　こうした日本の持つ知見や経験が世界の課題解決にも役立てられ

るのではないかという議論が、フォーラムの場で交わされました。

　人類が現在直面している「栄養不良の二重負荷（Doub le 

Burden of Malnutrition）」という課題も、フォーラムで大きなテーマ

となりました。これは、過剰栄養と栄養不足の問題が混在する状況を

指します。従来、途上国では、経済成長に伴って都市部の富裕層で

過剰栄養が見られる一方、農村部や都市の貧困層で低栄養状態

が続くという「国家レベルでの栄養不良の二重負荷」が起こっていま

した。しかし近年では、安価で高エネルギー・高脂肪の加工食品が普

及したことで、農村部でも過剰栄養の問題が顕在化しつつあり、それ

に伴う肥満も社会問題化しています。特にブラジルなどの新興国で

は、飢餓から肥満に移行するスピードが速く、課題解決の困難さに拍

車がかかっています。

　このような課題に対して、栄養不足と過剰栄養の両方を解決してき

た日本の経験を役立てられるのではないかと私たちは考えています。

　その一例として、ベトナム味の素社では、地域の行政と連携した

「学校給食プロジェクト」を実施しています。栄養バランスに優れた

給食メニューの開発や栄養教育の支援を継続して行っており、すで

に500校以上で給食メニューが採用されています。さらに、栄養士を

育成する教育制度や資格制度がないベトナムで、栄養士の養成を目

指す取り組みも進めています。大学に栄養に関する寄付講座を開設

したり、成績上位者に対する奨学金の授与などを行うほか、栄養士

資格制度を創設するために関係各所への働きかけも行っています。

　「栄養不良の二重負荷」のように複雑化した栄養課題は、企業単

体で解決できるものではありません。味の素グループは、これまでに

様々な活動を通じて培ってきたネットワークを活かしながら、社会全体

での課題解決に貢献していきたいと考えています。

世界に広がる栄養課題に「協働」で挑む

日本が積み重ねてきた
栄養課題解決の知見を共有

「栄養不良の二重負荷」で
複雑化する世界の栄養課題

特集1　日本発の「食」と「栄養」の知見を世界へ広げる

「第5回 味の素グループ サステナビリティフォーラム」は、味の素「食と健康」国際協力ネットワーク（AIN）プログラムの15周年記念として開催されました。
栄養に関する多面的な講演のほか、AINプログラムを通じて国際協力NGOハンガー・フリー・ワールドが取り組むバングラデシュでの栄養改善事例が紹介されました。

 P123　消費者課題：第5回 味の素グループ サステナビリティフォーラム    参照  P130　コミュニティ：子どもの栄養改善に向けて（ベトナム）    参照
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ベトナム全土にバランスのよい学校給食を普及するために、
日本の知見を活かす
〜ベトナム学校給食プロジェクト

TOPICS

　日本にある優れたソフトウェア、特に学校給食における児
童栄養政策の知見を活かす取り組みの一つとして、ベトナム
味の素社は2012年度より、ベトナムで「学校給食プロジェク
ト」を推進しています。
　ベトナムでは、依然として学校給食が提供できない地域
が多くあります。また、給食が提供されている都市部の小学
校においても栄養バランスのとれた給食メニューをつくるこ
とが困難な状況にあります。というのも、この国には栄養士
という制度がなく、給食調理担当者にも十分な栄養に関す
る知識がありません。教師や親たちにも日常の食事に対す
る意識が十分ではありません。
　こうした状況を改善するために、日本式の学校給食システ
ムが応用できると考え、教育訓練省、保健省、その傘下にあ
るベトナム国立栄養研究所（NIN）、地域行政との連携によ
る中期プロジェクトを開始しました。
　初年度の2012年度は、ホーチミン市とダナン市で学校長
や給食調理担当者、保健担当者、保護者等と意見交換を
行い、おいしくて栄養バランスのよい給食メニューの開発と
試験導入を実施しました。2013年度には、この二つの地域
で、地域の食文化の特徴を活かしたメニューブックを作成し
てメニューの標準化を図るとともに、児童向けの栄養教育
教材も作成し、毎日の給食前に食育の時間を導入しました。
2014年度以降は、ベトナム北部にもこの活動を拡大するほ
か、献立づくりのための栄養計算ソフトウェアシステムの開発
を進めています。
　2016年度までにベトナム全土で栄養バランスのよい学
校給食が普及することを目指し、栄養計算ソフトウェアシステ
ムを全省に配布し、今後はその普及活動に着手していきます。

プロジェクトを
展開する主な都市

（左）生徒向けの栄養
教育教材『3 分でわ
かる& 変わるプログラ
ム』（右）地域ごとに
メニューブックを作成

ベトナム味の素社 社長

本橋 弘治

日本はこれまでに、ベトナムをはじめとした世界中の発展途上国で道路や橋、
空港、ダムなどの建設を援助してきました。これからは、給食のような優れたソフト
ウェアを通じて海外に貢献することをもっと考えてもいいと考えています。学校給食
プロジェクトはその一例といえるでしょう。
このプロジェクトは社外からは卓越した社会貢献活動としての評価をいただいて
いますが、本質的にはビジネスと一体化した取り組みです。プロジェクトを通じて
味の素グループの信頼性を高めるだけではなく、実際に学校ではうま味調味料

「味の素R」やマヨネーズ、から揚げ粉など、私たちの商品を使ってくれるケース
が増えています。子どものうちから親しんでもらえれば、将
来的にも大切なお客様になってくれることでしょう。ビジネ
スにつながる活動だからこそ執着を持って継続でき、企業
価値を高めることにつながると考えています。

ハノイ

ダナン

ハイフォン

ホーチミン

❶ 主要都市における小学校給食
メニューの標準化

❷ 調理設備改善のためのキッチン
モデルの確立

❸ 栄養計算ソフトウェアシステムの
開発と全国への普及

プロジェクトの主な内容
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　現在、世界中で健康を脅かす課題としてとらえられているのが、肥満※

の増加です。肥満は1980年に比べて2倍に増えており、有効な対策が

施されないと2030年には10億人以上になると見られています。この背

景には、先進国以外にも食料が行きわたるようになったこと、途上国で

欧米式の高脂肪・高カロリーの食事が一般的になったことなどがありま

す。例えばブラジルでは、20年前は人口の半数が栄養不足でしたが、

近年の調査では飢餓状態の人たちは全体の5％で、肥満・肥満予備

軍を合わせると50％を超えているといわれます。

　肥満は糖尿病や高血圧などの生活習慣病患者を増やすリスク要

因であり、寿命を縮める原因にもなります。世界保健機関（WHO）は、

2025年までに全世界の肥満の増加を止めるという目標を掲げており、

その実現にあたっては日常的な栄養バランスを改善していくことが重

要であると考えられます。

　味の素（株）では、減糖・減脂・減塩の食品を提供することで、こうし

た課題の解決に貢献していきます。減糖では、まろやかな甘さで糖類

ゼロの低カロリー甘味料「パルスイートR」のほか、ブラジルで販売して

いるアスパルテームを使用した粉末ジュース「Refresco FIT」は、経済

的な理由でフレッシュジュースを飲めない層にも安価でおいしいジュー

スを提供でき、なおかつ減糖に配慮できる点が評価されています。減

脂では、特許製法でレギュラーマヨネーズと同様のコクを有しながらカ

ロリーを65％カット（当社マヨネーズ比）した「ピュアセレクトR コクうまR」

など、また減塩では、いつもと変わらない塩味で塩分（ナトリウム）をカット

した「やさしおR」や、独自技術で塩分を40％カット（当社従来品比）した

「クノールR カップスープ」など、多数の調味料や甘味料、加工食品を

開発・販売しています。

　2000年に定められたミレニアム開発目標（MDGs）では、八つの目

標のうち三つが栄養課題と密接にかかわっています。2015年7月に

発表されたMDGsの報告書によると、開発途上国における栄養不

足人口の割合は23.3％（1990〜92年）から12.9％（2014〜16年）と

およそ半減しており、人数にすると1990年以降2億人以上が飢餓か

ら脱したことになりますが、発育阻害などの栄養不良についてはま

だまだ目標達成の軌道に乗っているとはいえません。これらを踏まえ、

2015年9月に国連総会で採択された「持続可能な開発のためのグ

ローバル目標（SDGs）」では、幅広い栄養改善の必要性が強調さ

れています。

　栄養不足の課題は低所得者層で起こりやすく、特に子どもに大き

な影響を及ぼします。所得下位20％層の世帯の子どもは、所得上

位20％層の子どもと比較して発育が阻害される確率が2倍以上高

まり、特に乳幼児の発育不良と死亡率は深刻な問題となっています。

　また世界の子どもの死亡原因のうち、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が起こり、5

歳までの死亡率が高まるだけでなく、知能の低下も招くといわれて

います。つまり、乳幼児期の栄養問題は、将来にわたり取り返しのつ

かない影響を及ぼすのです。

　こうした背景から、味の素グループは子どもの栄養不良対策が

重要なテーマであると強く認識しています。そして「ガーナ栄養改

善プロジェクト」などの活動を通じて、グローバルに事業を展開する

食品メーカーの責務として課題解決に向けたリーダーシップを発揮

していきます。

独自の食品技術や味覚研究の力で
過剰栄養を防ぐ

栄養不足の根本的な解決を目指し
子どもの栄養に着目

「ピュアセレクトRコクうまR 
65％カロリーカット」

「やさしおR」 「クノールR カップスープ」 
コーンクリーム塩分40％カット

減塩  

減脂  

ガーナでは、主に生後6カ月以降の離乳期の栄養不足が原因で、2歳児の30～40％が低身長

子どもの発育を決める「最初の 1,000 日間」の栄養

MDGs で栄養課題と関連の深い目標
目標 1  極度の貧困と飢餓の撲滅 

目標 4  乳幼児死亡率の削減

目標 5  妊産婦の健康の改善

SDGs で栄養課題と関連の深い目標
目標 2  飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の

改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進する 

目標 3  あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、
福祉を推進する

「パルスイートR」 「Refresco FIT」

減糖  

※ 肥満：日本肥満学会などでは、BMI（体格指数）＝体重（kg）÷身長（m）÷身長の値が25以上を
肥満と定義する。欧米ではBMI30以上で肥満と判定する場合もある
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母子栄養改善を目指し、多様なパートナーシップで
ソーシャルビジネスを実現する
〜ガーナ栄養改善プロジェクト

TOPICS

　栄養不足の課題解決に貢献するために、味の素グループは
2009年より「ガーナ栄養改善プロジェクト」を開始しました。
　このプロジェクトでは、離乳食の栄養バランスを強化するアミノ
酸入りのサプリメント「KOKO PlusTM」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しています。

　この活動では、ガーナの政府機関や大学をはじめ、国際機関
や国際NGO、企業等、様 な々セクターとのパートナーシップを築き、
シナジーを発揮しながらソーシャルビジネスモデルづくりを進め
ています。販売においては、現地女性の自立支援プログラムを実
施している国際NGOと連携し、各村で女性販売員が製品を販売
する仕組みも構築しています。

　プロジェクトは3段階のフェーズで進められてきました。2009年
から2011年までのフェーズ1では、市場調査と製品開発、生産体
制確立を目指してきました。そして2011年以降のフェーズ2で
は、現地の食品会社Yedent社を生産パートナーとして「KOKO 
PlusTM」の製造工場をガーナ中西部に立ち上げ、生産を開始し
ました。2013年度からは、現地の大学やNGOとともに、製品の
栄養効果確認試験（40コミュニティ、1,200名対象）を開始する
とともに、ガーナ北部・南部での「流通モデル試験」を行いました。
　2015年度以降、本格的な生産・販売を行うフェーズ3に移行
します。さらに、ガーナ政府や国際協力機構（JICA）、米国国際
開発庁（USAID）などの政府機関の協力も得ながら、より広い栄
養改善を目指しています。

ガーナの離乳食であるコーンのお粥“koko”は、エネルギーやタンパク質、微量栄養素が不足
している。「KOKO PlusTM」を加えることで、不足栄養素を補うことができる

ガーナ北部の農村部における
「流通モデル試験」。
13コミュニティで地域の女性販
売員を起用し、「KOKO PlusTM」
を母子に届けている

ガーナ栄養改善プロジェクト
http://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/ghana/

   リンク

日本経済新聞社「日経ソーシャルイニシアチブ大賞」大賞
味の素（株）、（公財）ケア・インターナショナル ジャパン、

（公財）プラン・ジャパンの共同応募

この活動で
 受賞！

味の素（株） 研究開発企画部 専任部長

取出 恭彦

これまで数々の困難に直面しながらも、非常に多くのパートナーに
支えられ、多くの成果を上げることができ、世界が注目する取り組み
に育ってきたと感じています。2015年9月、国連で新たな開発目
標が採択されましたが、その中の栄養関連目標の達成に「KOKO 
PlusTM」のアプローチが有効あることが実証されつつあります。

「持続可能なビジネス」として成立させること
は容易ではありませんが、今後も一歩一歩
前進していきたいと考えています。



　高齢期の栄養不足が招く筋力低下は、ロコモティブシンドローム

（ロコモ）の要因となり得ます。厚生労働省「健康日本21（第二次）」

でも、ロコモ対策は重要テーマとして掲げられています。40代以上の

5人に4人はロコモ予備軍といわれており、メタボリックシンドローム

    　（メタボ）と同様に40代からの対策が必要です。そこで味の素（株）は、

Webサイト「からだごはんラボ」にて、生活習慣病の知識やその予

防となるレシピ情報等を提供しています。また、地方自治体との連

携も推進しており、2014年度は、宮城県亘理町健康推進課、味の

素グループ東北応援「ふれあいの赤いエプロンプロジェクト」とと

もに、地域の健康づくりのリーダー的存在であるヘルスメイト（食

生活改善推進員）の皆さんを対象に、『「ロコモ世代」に向けた

タンパク質摂取のススメ』をテーマとした勉強会を開催しました。

2015年夏からは、生活者を対象にロコモを意識した講演や調理実

習の実施にも取り組んでいます。

　さらに、アミノ酸研究の分野でも、ロコモ予防への応用に期待でき

る成果が上がっています。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 L40R」は、必須アミノ酸の一つであるロ

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、食品タンパク質に比べ少量で筋タンパク質合成作用を

得られる特性を持つことが明らかになっています。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、学会等で発表を行うとともに、『日本人の食事摂取基

準（2015年版）』には、ロイシン高配合必須アミノ酸混合物のサプリ

メントを使用した介入試験の有用性について紹介されています。

　2050年には世界で約15億人が高齢者（65歳以上）になると推計

されています。特に日本では高齢化が急速に進展し、現在、高齢化

率はすでに25％を超えており、どの国も経験したことのない超高齢

社会を迎えています。このため、日本で食・栄養の課題解決に貢献

することは、これからの世界にとっても有益な取り組みになると私た

ちは考えています。

　現在、「栄養不良の二重負荷」の問題は、一人の人の人生の中で

も起こると考えられています。30〜50代に過剰栄養によって肥満や

生活習慣病のリスクが増大する一方で、高齢期になると栄養の不足

によって身体機能や筋力が低下するというものです。

　身体機能の低下として、唾液分泌能が下がったり、嚥下や咀嚼の

力が落ちることなどが挙げられます。こうした「食べる機能」が低下

すると食欲も落ち、低栄養状態を招くこともあります。

　唾液の分泌量が減少し口腔内が乾燥するとドライマウスと呼ば

れる状態になります。この状態では味を感じにくくなる、舌が円滑に

動かなくなるので喋りにくくなる、嚥下障害や舌にカビが生えるカン

ジダ症になるなど様 な々障害が起こります。近年の研究で、うま味刺

激が唾液分泌能を向上させる効果があることが明らかになりつつ

あり、ドライマウスの患者がうま味を摂り続けることで口の乾きが改

善したという研究結果も出ています。

　また、味の素冷凍食品（株）では、噛むことが難しくなった高齢

者でも食べやすいメニューをWebサイトで紹介しています。冷凍食

品を使い「食材をカット」「やわらかに」「あんをかける」「なめらか

に」など一手間加えれば

つくれるメニューで、家族

と同じ食事を食べて絆を

深めることにもつなげるこ

とができます。

健康でいきいきとした長寿社会を、食・栄養で支える

健康寿命の延伸に向けて「ロコモ」に注目
タンパク・アミノ酸栄養

「食べる機能」の低下が招く
低栄養状態を防ぐために

※ サルコペニア：ロコモティブシンド
ロームの一つで、加齢により筋肉
量が減少し筋力が低下すること。
高齢者の身体運動能力を損ない、
日常生活活動の低下や要介護の
原因となる。加齢に伴って筋タンパ
ク質合成能力が低下することがそ
の一因と考えられている

おじいちゃん、おばあちゃんもいっしょに食べよう！冷凍食品活用術
http://www.ffa.ajinomoto.com/recipe2/katsuyoujutsu/
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特集1　日本発の「食」と「栄養」の知見を世界へ広げる

（左）タンパク質摂取を意識したオリジナルレシピの開発に取り組む、宮城県亘理町のヘルスメイトの皆さん（中・右）「生涯現役サポート健康セミナー」の様子（2015年9月、味の素（株）主催、新潟県長岡市共催）
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「Amino L40」のアミノ酸組成

 からだごはんラボ
http://kenko.
ajinomoto.co.jp
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