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人が生きるために欠かせない「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く。それが味の素グループの目指す姿です。

世界中で「健康なこころとからだ」を実現するために、具体的な目標

を持って挑んでいきます。

創業以来培ってきた食とアミノ酸の知見を活かし、製品を展開する

130超の国・地域に根ざして事業を展開しながら、様々なレベルの

栄養課題の解決に貢献します。

■ 味の素グループの使命

関連の深いSDGs項目
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日本：「Cook Do」5品目、「ギョーザ」 Five Stars：風味調味料製品を対象

※ 楽しく、上手に、買い物も含む食事の準備、調理、食後の後片付けができること。

日本：「ギョーザ」「やわらか若鶏から揚げ」「ザ★チャーハン」、
スープ「クノール®カップスープ」3品目

日本：「Cook Do」5品目、「ギョーザ」 Five Stars：風味調味料製品を対象

医・健食アミノ酸：輸液用、メディカルフード用、「アミノバイタル®」「ノ・ミカタ®」
「グリナ®」等

味の素グループ製品を通じて創出される時間（日本） アミノ酸製品を通じた快適な生活への貢献人数

味の素グループ 栄養ポリシー 2017年7月制定

地域、年齢、生活スタイルなど、様々な人々の栄養ニーズに基づき、毎日の食事の栄養バランスを向上させる製品・情報の提供を
目指します。
スマートな調理※と、うま味をベースにしたおいしいメニューの提案を通じて、食の楽しさとおいしさを実現し、こころとからだの健康に
貢献します。
たんぱく質・アミノ酸の持つ栄養及び生理機能の科学的な研究によって得られた信頼できるソリューションを提供します。
生活者がより健康的な食品の選択と実践に役立つ様、公的機関の指針に基づくだけでなく、表示とコミュニケーションを自ら工夫
し推進していきます。
栄養に関わる社会的な活動および様々なステークホルダーとのコミュニケーションを、絶えず続けていきます。
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2020年度統合目標における「Social（社会）」の目標

❶ うま味を通じてたんぱく質・野菜を
　 おいしく摂取し、栄養バランス改善

❸ おいしくスマートな調理の実現

❷ 共に食べる場の増加

❹ 人々の快適な生活の実現

19％（9.7kg/人/年）
対2015年度＋3％（＋2.0kg）

対2015年度＋20回

対2015年度＋400万人対2015年度＋700万時間

8％（6.2kg/人/年）
対2015年度＋2％（＋1.6kg）

肉の摂取量  野菜の摂取量  

年860万トン 70回/世帯/年

3,800万時間/年（6時間/世帯/年） 2,200万人

年550万トン

味の素グループ製品による 味の素グループ製品による共食の場への貢献回数
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「Masako®」 「ラブベジ®」

「ラブベジ®」とは「Love（愛）」＋「Vegetable（野菜）」
の造語で、1日あたり350g以上の野菜摂取を後押し
する活動

「AJINOMOTO PARK」の「ラブベジ®」特集

おいしく、栄養バランスに富んだ食で
世界中にこころとからだの健康を届ける
味の素グループは「おいしく食べて健康づくり」という創業の志を現在まで受け継ぎ、世界各地で事業を展開してきました。 
その根幹にあるのは、日本食の「だし」を起点に日本で発見された基本味の一つ、「うま味」です。 
うま味は日本固有のものではなく、トマトやチーズをはじめ、世界中の様々な食材の中にも含まれています。 
その土地で入手しやすい食材を組み合わせ、うま味を効かせたおいしい料理が、世界各地に息づいています。

食事のあり方を考えるとき、一つひとつの料理のおいしさはもちろんのこと、栄養バランスに優れていることも重要です。 
料理を組み合わせる「献立」、なかでも日本食の「一汁三菜」の考え方は、バランスのよい食事の一つの形です。 
日本で培ってきたそれらの知恵を活かし、各国・地域のライフスタイルや食習慣、食のニーズに応えながら、各地で最適な製品を開発・
販売すること。 
そして、各地の食材や定番メニューを活用し、バランスのよい食事を実践するための情報発信やコミュニケーションにも注力すること。 
こうした、徹底して現地に適合する事業活動によって、世界各地で起きている栄養課題の解決に貢献していきます。

それと同時に私たちは、食事をする「場」をよりよいものにする提案も行っていきます。 
誰もが簡単に調理でき、忙しい中でも料理を楽しむことができる。 
そうして作った料理を、世代を超えてみんなで味わい、おいしさや楽しさを分かち合う。 
そんな食卓を実現することで、空腹を満たすだけでなく、こころも健やかに満たす食事が実現できると考えています。

こころとからだの健康を、世界のすべての人に届けるために。 
味の素グループはこれからも挑戦し続けます。

毎日をより健康に過ごすためには、「何を食べるか、どのように食べるか」を考えた食事が重要です。 
栄養課題は各国・地域で異なるため、味の素グループでは各地で最適な製品を 
提供するとともに、栄養バランスがよいメニューや献立の提案を行っています。

おいしく、バランスのよい食事づくりの提案

インドネシア味の素社は、風味調味料

「Masako®」のパッケージ裏面で栄養

バランスの良いメニューを紹介しているほ

か、食実態と栄養課題を踏まえ、テレビ

CMで「おいしくてからだとこころに良い」

共食メニューを提案しています。 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、2015年度より「ラブベジ®」プロジェクト

を発足。旬の素材を使って30分以内で調理できるレシピを組み

合わせ、十分な量の野菜を摂取できる献立を提案しています。

「AJINOMOTO PARK」内「ラブベジ®」特集
https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/corner/lovevege/

参照

サステナビリティデータブック2016 特集1 P5
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世界各地には、それぞれ長い時間をかけて育まれた「おいしさ」があり、多様な嗜好や価値観、食へのニーズが根付いています。 
味の素グループでは、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、 
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数多くラインナップしています。

「こころとからだの健康」を実現するためには、「食」を多角的に捉えることが必要です。 
味の素グループは、製品・サービス、生活者とのコミュニケーションなど、あらゆる機会を通じて、 
食や栄養の持つ意義・可能性を世界中の皆様とともに考え、実践していきます。

「ともに作り、ともに食べる」ことで「こころの健康」を醸成

伝統食をより簡単に、よりおいしく調理できる製品の提供

フィリピン味の素社が販売する「Sarsaya®」は、濃厚なカキの

エキスを主原料とした本格的なオイスターソースです。フィリピン

の伝統料理である空芯菜炒めをはじめとする家庭料理が「おい

しくなる、本物のカキの味がする、子どもが喜ぶ」と評判です。

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。冷凍食品を使い

「食材をカット」「あんをかける」などひと手間加えれば家族と

同じ食事を楽しめる簡単レシピを提案をしています。

インドネシア味の素社が販売する液体調味料「SAORI®」は、

「いつもの料理を新たなオリエンタル・テイストで簡単においしく

調理できる」をコンセプトとしています。購入しやすい小袋単位で

の販売に加え、現地でよく食べられる空芯菜や豆腐を使ったメ

ニューを生活者に提案しています。

味の素（株）は、食材ムダなく、おいしく食べ切る「食卓から

のエコライフ」を広げる活動に取り組んでいます。

「食エコ」を考える場を通して、誰もが簡単に料理をする楽し

みや、いっしょに食べる喜びを伝えていきます。

「Sarsaya®」 「SAORI®」

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
https://www.ffa.ajinomoto.com/recipe/katsuyoujutsu/

参照

食卓から始めるエコライフ
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/eco/

参照

消費者課題 P133-136
食卓から始めるサステナブルなライフスタイル提案

参照
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栄養バランスの改善で、
一人ひとりの健康を実現する

一人ひとりの目的に応じた、バランスのよい食事の提案

食事の「勝ち飯®」

主食

果物 主菜

牛乳・
乳製品

副菜

補食の「勝ち飯®」

5つの輪（主食、主菜、副菜、汁物、乳製品）をバランスよく揃える

目的に応じて食事だけでは賄い切れない栄養素を
必要なタイミングでとる

汁物

MILK トップアスリート向け
に実践してきた

スポーツ栄養プログラム

生活者向けに
がんばる人のチカラになる

“栄養バランスごはん”へ拡大

トップアスリート向けのサポートから得たノウハウを
生活者が自分事化できるテーマに展開。
目的を叶えるためのカラダづくりに必要な栄養素を
おいしく摂取できる献立を当社製品で提案します。

部活生 受験生

ジュニア
アスリート

中高年
シニア

暑さ寒さに
負けない
カラダづくり

トップアスリート

拡大

　「食」は毎日の生活の中で最も大切な事柄の一つであり、誰もが

「おいしく食べて健康に暮らしたい」と願っています。健康なカラダづ

くりの基本は、バランスのよい食事を摂ることですが、近年、生活習慣

やライフスタイルの変化から、日々の食事におけるたんぱく質・野菜の

不足や、糖・脂肪の摂りすぎなど、栄養面の課題が顕在化しています。

　味の素グループは創業以来、食やアミノ酸に関する研究を重ね、

世界トップレベルの開発力・提案力を蓄積してきました。そうした知見

を活かし、生活者の様々な健康ニーズに製品やレシピ提案を通じて

応えていきたいと考えています。その思いを実践するための提案の

一つが、味の素（株）が進める「おいしく食べてカラダづくりとコンディ

ショニングを実践しやすくする食事」＝「勝ち飯®」の取り組みです。

　「勝ち飯®」が重視しているのは、「何を食べるか」ではなく「何のた

めに食べるか」を考えることです。カラダづくりや健康維持の目的に

合わせて、1日３度の食事をバランスよく揃えるとともに、必要な栄養

素をタイミングよく摂取するための「補食」も活用することを勧めてい

ます。家庭での実践にあたっては、たんぱく質・野菜をしっかり摂るた

めに、うま味を効かせた汁物を活用するアイデアを紹介しています。

　このような食を通じたカラダづくり・コンディショニングの考え方は、

積極的にスポーツに取り組むアスリートや部活生はもちろん、万全

の体調で試験に臨みたい受験生や、夏バテや寒さなど季節による

体調変化を乗り切りたい生活者、欠食しがちな若年層など、様々な

目的やニーズを持った人々に有効であると私たちは考えています。

　さらには、健康診断の結果を受けて生活を改善したい中高年層

や、加齢による身体の変化に負けず若 し々い生活を送りたいシニア

層のニーズにも応えていくために、味の素グループは今後も研究を

重ね、多様な目的に適う、より信頼性の高い提案の実現を目指して

いきます。

　「勝ち飯®」は、これまで味の素（株）がトップアスリート向けに実践

してきたスポーツ栄養サポートを起点としています。

　味の素（株）は2003年より、日本オリンピック委員会（JOC）と共

同で「ビクトリープロジェクト®」を推進。日本代表選手団および候補

選手に対して、食とアミノ酸を活用してコンディショニングのサポート

を行ってきました。

　こうしたアスリートに対する栄養管理のアドバイスや献立づくりか

ら得られた経験・知見が、一般生活者向けの「勝ち飯®」の提案に

活かされています。

■ 毎日の栄養バランスを整える「勝ち飯®」 ■ 「何のために食べるか」を意識した食事の提案

■ アスリートのカラダづくりの知見を応用

「AJINOMOTO PARK」内「勝ち飯®」レシピ
https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/corner/kachimeshi/

参照
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TOPICS

高い技術力で、減塩とおいしさを両立する製品を開発

　塩分の過剰摂取は、三大疾病をはじめ、各種生活習慣病の発症リ

スクを高めます。調査によると、現在の日本人の塩分摂取平均量は、

男性11.0g／日、女性9.2g／日であり、厚生労働省指針の塩分摂取

基準（男性8.0g／日、女性7.0g／日）を超過、さらにはWHOが推奨す

る摂取ガイドライン（5.0g／日）とも大きな乖離があります。世界的に見

ても、多くの国々でWHO推奨ガイドライン値を大幅に超えているという

実態があり、塩分の過剰摂取は日本のみならず世界的に大きな課題

となっています。

　味の素（株）はこの課題に向き合い、減塩の率を高めながら「おいし

い食品」を実現する研究開発を進めてきました。その中で、アミノ酸に

よる塩味の増強作用、γ-PGA※1による食塩代替素材の苦味マスキ

ング、独自呈味・風味素材による嗜好性付与に着目。これらを製品領

域ごとに最適な形で組み合わせ、減塩率50％以上を達成することを

目指した技術の構築を進めています。

　この技術の活用は、国内製品にとどまらず、アメリカの味の素ウィン

ザー社でも展開。冷凍米飯製品で、30％減塩品が開発されました。

開発を担当する食品研究所のメンバー

※1 γ-PGA（ポリグルタミン酸）：アミノ酸の一つであるグルタミン酸が長くつながったもの。 
　   納豆のネバの構成成分として知られている。サトウキビから発酵法で作られる。

多様な製品で、栄養ニーズに応える
　栄養バランスを欠いた生活によって、世界中で様々な健康課題

が発生しています。肥満は従来、先進国に多く見られましたが、新

興国でも欧米式の高脂肪・高カロリーの食事が一般的になったこと

で、増加の一途をたどっています。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もあり、寿命を縮める原因に

もなります。

　こうした課題を解決するためには、日常的な食生活の中で栄養バ

ランスを改善していくことが重要です。

　味の素グループでは、減糖・減脂・減塩の調味料や甘味料、加工

食品を提供することで、こうした健康課題の解決に貢献していきます。

　また、減塩のために調味料を単純に減らすと物足りない味になり

がちですが、うま味の豊富な食材を使ったり、調理を工夫することで、

満足度がありながら減塩を実践できます。味の素グループの持つう

ま味に関する知見をもとに、うま味を効かせて減塩するアイデアに

ついても、広く一般に提案していきます。

「やさしお®」 「丸鶏がらスープ」
〈塩分ひかえめ〉

「お塩控えめの・
ほんだし®」

「クノール® カップスープ」
コーンクリーム 塩分40％カット

「味の素ＫＫコンソメ」
〈塩分ひかえめ〉

「TAI PEI®」シリーズ

減塩

「パルスイート®」 「FIT®」 「ブレンディ®」 スティック 
カフェオレ 甘さなし

「ブレンディ®」 スティック 
カフェオレ カロリーハーフ

「ピュアセレクト® コクうま® 
65％カロリーカット」

「マリーム®」 
低脂肪タイプ袋

減糖 減脂

今後も世界に先行して、新規減塩素材の探索、高度なアプリケーション
開発により、社会課題の解決に向けた取り組みを深化させていきます
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アミノ酸とうま味の持つ価値を
世界の人 と々共有する

　地球上の生命の源であるアミノ酸は、自然界で約500種類が発

見されています。そのうち、人間の体のたんぱく質を構成しているの

はわずか20種類。中でもグルタミン酸は、微生物や植物、動物など

すべての生物が体内で合成し、自然界に最も多く存在するアミノ酸

の一つです。食べ物にはグルタミン酸が豊富に含まれ、母乳中にも

グルタミン酸が最も多く存在しています。つまり、世界のすべての人

が、生まれたときからグルタミン酸に親しんでいるのです。

　生命に欠かすことのできないグルタミン酸ですが、その味が発見

されたのは約110年前のことです。日本人の池田菊苗博士が、昆

布だしの主要な味の成分がグルタミン酸ナトリウムであることを解明

し、その味を「うま味」と名付けました。この発見には、日本の食文化

が強く影響しています。西洋やアジア圏のだし（スープストック）は肉

や野菜を長時間煮込んで作られ、20種類のアミノ酸のほとんどが

含まれています。一方日本の昆布だしに含まれる主要なアミノ酸は

グルタミン酸であることが、その味の発見につながったのです。

　池田博士はうま味の発見にとどまらず、「うま味を庶民の生活に役立

つ調味料にして、国民の栄養状態を改善したい」と研究を続行し、グル

タミン酸ナトリウム（MSG）の製法を開発。それを1909年にうま味調味料

「味の素®」として商品化したことが、味の素（株）の事業の始まりです。

　グルタミン酸の味＝うま味は、世界中誰もが日々味わっています

が、明確な味質を持つ甘味、塩味、苦味、酸味に比べると曖昧で捉

えにくい味です。一方で、和食の味わいの要はうま味であり、日本人

の健康長寿とうま味のかかわりが世界に認識され始めています。

調査・解析
世界中の人々のためのUMAMI情報＆価値共有の場

WORLD UMAMI FORUM（仮称）

社会文化人類学・
生命科学の観点から
うま味を解析し、
価値を検証する

UMAMI 料理コンテスト UMAMI カンファレンス
2018年にニューヨークで、国際会議を開催予定。栄養の
専門家を対象に、おいしさとうま味、健康・栄養価値に
ついて座談会やトークセッション、展示等、これまでとは
違った観点から、サイエンスコミュニケーションの場を
設定し、うま味／ＭＳＧのさらなる訴求を目指す。

世界各国で、うま味を活用したメニューを募集
し、グローバルに発信。
エンターテインメントの側面から、うま味の情
報発信・価値共有を行う。

　グルタミン酸を効率的に製造するために様々な手法が検討され、

現在では発酵法が主流となっています。日本の気候風土が日本特

有の多くの伝統的な発酵食品を創り出してきましたが、同時に微

生物を育む土壌や微生物・菌類の優れた研究が日本で手掛けられ

てきたことが発酵法によるグルタミン酸の製造技術の確立につな

がっています。さらに、発酵法によるグルタミン酸の製造技術はその

他多くのアミノ酸の製造技術確立につながり、アミノ酸工業の大き

な発展の礎となりました。

　こうした背景を受け、味の素グループは、うま味の持つ価値をグ

ローバルに、専門家から一般生活者まで幅広い層に向けて、科学

的知見に基づき発信していくことが大切だと考えています。2017年

からは「UMAMI Project」をスタートさせ、うま味とMSGに関するコ

ミュニケーションを多角的に行っています。

日本古来の知見が導いた、「うま味」の発見や発酵法の確立

「UMAMI」の持つ価値を広く伝え、語り合う

■ 日本と他の国のだし（スープストック）比較

■ 「UMAMI Project」の主な取り組み

日本と他の国のだし（スープストック）比較

日本のだし
　材料：昆布
　調理時間：30分未満

グルタミン酸

アスパラギン酸

鶏ガラスープ
　材料：鶏ガラ、野菜
　調理時間：5 ～ 6時間
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世界各地に「うま味／MSG」が普及することを目指して
うま味／MSGの知見を世界各地に広めるために、味の素グループは様々なセミナー・講演会等を開催しています。
特に、実際にうま味を味わい、MSGの効果を体感して理解し、参加者が自分の言葉で説明できるようになることを
目指して、体験重視型のセミナーに力を入れています。

　カイロ大学農学部は、イスラム圏でも有数の歴史と規模を誇って

います。2016年10月、農学部の研究者たちがうま味の持つ価値に

ついて理解を深める機会を提供するために、大学主催の「UMAMI

セミナー」が開催されました。味の素（株）とNPO法人うま味インフォ

メーションセンターは、このセミナーを全面的に支援。エジプト料理に

うま味を取り入れることで、エジプト国民の健康増進に貢献できると

いう趣旨のもと、国際産学連携を目指して取り組みました。

　セミナーは、理論編と実践編の2部構成。理論編では、うま味の

基本情報に加えて、エジプト料理でよく利用される各種うま味素材

について、カイロ大学のシャヒナズ教授が解説。エジプト産トマトは

他国産と比較して特にうま味成分含有量が多く、エジプト人は無意

識のうちにうま味を味わっているといったことが紹介されました。また

実践編では、減塩野菜スープに「味の素®」（MSG）を添加したスー

プの比較体験を実施。参加者の98％が味の違いを認識し、80％が

「味の素®」を加えたスープのほうがおいしいと感じ、「味の素®」が

減塩に有効であることが体感を通じて理解されました。

　2016年11月、味の素（株）はアフリカ36カ国で事業展開する大

手加工食品メーカー、プロマシドール・ホールディングス社の株式売

買契約を締結しました。プロマシドール社が有するアフリカでの強固

な販売基盤と、味の素（株）の製品開発力・生産技術力の相乗効

果で、現地の豊かな食生活に貢献することを目指します。

　ともにビジネスを推進する前提として、プロマシドール社内でうま

味やMSGを正しく理解してもらう必要があります。そこで2017年3月、

CEOをはじめとする幹部に対するレクチャーをガーナで実施、さらに

同年5月には、3年に一度のプロマシドール社エグゼクティブ会議が

南アフリカで開催され、アフリカ各国から集まった同社社員約50名

に対して、うま味とMSGの講義を行いました。ここでも体験を重視し、

うま味が口の中でどのような感覚を引き起こすのかをドライトマトや

減塩野菜スープを用いて参加者全員が体感。MSGの安全性問題

がいつどうして起こったのか、様々な風評がどのように世界に広がっ

ていったのかを伝えることで、社員たちはうま味とMSGに対する理解

を深めました。2日半にわたる会議では、風味調味料や即席麺、コク

味物質やフレーバーを加えた製品開発の可能性など、今後の製品・

事業展開のヒントとなる情報も共有されました。

シャヒナズ教授による講演の様子

プロマシドール社でのセミナーの様子

減塩野菜スープと、うま味調味料「味の素®」を添加したスープの比較体験の様子

うま味体験に用いられたドライトマトとチーズ、
野菜スープ

■ エジプト・カイロ大学での「UMAMIセミナー」

■ プロマシドール社での社内幹部セミナー
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アミノサイエンスで実現する
健康で快適な生活

　アミノ酸はたんぱく質の構成成分であるだけでなく、個々のアミノ

酸には多様な役割があり、健康への貢献も科学的に解明されつつ

あります。

　アミノ酸には体内で合成できないアミノ酸（必須アミノ酸）と、日々

体内で合成されているアミノ酸（非必須アミノ酸）があります。必須

アミノ酸は食事から摂取する必要がありますが、毎日の食事の中で

必要なアミノ酸を摂取するのは難しい場合もあります。そのようなと

きには、栄養機能食品やサプリメントを活用することも、健康を維持

するためには役立ちます。

　味の素グループは長年にわたりアミノ酸研究を続け、人々の毎日

の生活と健康をサポートする独自の技や製品を開発してきました。

　世界に類を見ない超高齢社会を迎えた日本では、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

ためには健康寿命の延伸が重要な課題となりますが、そのためには

筋肉の維持が大きな影響を及ぼします。

　シニア世代では、筋肉が徐々に衰えることが深刻な問題です。対

策として適度な運動とたんぱく質・アミノ酸栄養の摂取が求められま

すが、高齢になるにつれて食が細くなると、必要な量のたんぱく質を

食事からだけで摂ることは難しくなります。そこで味の素グループで

は、アミノ酸の機能を活かした製品を提供することで、シニア世代の

筋肉づくりをサポートしています。

　味の素（株）が開発した独自組成であるロイシン40%配合必須ア

ミノ酸は、足の曲げ伸ばしなど筋肉に軽い負荷がかかる運動との併

用で、60代以上の方の、筋肉をつくる力をサポートする機能と歩行

能力の改善に役立つ機能があることが報告されています。

　筋肉のもととなる栄養素はアミノ酸です。中でも必須アミノ酸の

一つである「ロイシン」は筋肉をつくり出すシグナルの働きがあります。

そのため、「ロイシン」の比率を40%まで高めた必須アミノ酸が効率

的に筋肉をつくりだすことができるのです。また、アミノ酸がたんぱく

質よりも速やかに体内へ吸収されることも効率的な筋肉づくりにつ

ながります。

　ロイシン40％配合必須アミノ酸を3,000mg配合した、“60代から

の筋肉維持に役立つ筋肉づくりと歩く力をサポート”する「アミノエー

ル®」と「アミノエール®」ゼリー ロイシン40※1は、加齢によって衰える

シニア世代の筋肉対策の一助となることを目指した製品です。

アミノ酸の持つ力を人々の健康に役立てる

■ アミノ酸の力を活かした独自の製品で
　 健康をサポート

■ シニア世代の筋肉づくりを支えるアミノ酸の力

たんぱく質の1日推奨摂取量60gを摂取するためには… ロイシン40％配合必須アミノ酸は、理想のたんぱく質と呼ば
れる、ホエイプロテインと同等の“筋肉をつくる力”があります

牛肉なら

513g

卵なら

9個
牛乳なら

1.8リットル
高齢者（体重60kg）の場合、日本人の食事摂取基準（2015年版）において、
1日のたんぱく質推奨量は約60ｇとされています。

ホエイプロテインは、効率的に筋肉づくりができることから、理想のたんぱ
く質と呼ばれています。ロイシン40%配合必須アミノ酸には、わずか3gで、
ホエイプロテイン20gを摂取した場合と同等の"筋肉をつくる力"があるこ
とがわかっています。

※1 「アミノエール®」ゼリー ロイシン40は「アミノケア®」ゼリー ロイシン40からブランド変更した製品です。

ロイシン40％配合
必須アミノ酸

3g

ホエイプロテイン

20g
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日々の暮らしに活かすアミノ酸の力

　現代、特に日本における生活者の食ニーズは、世代や家族構成

などを超えて複雑化・多様化しています。そのような食ニーズに応え

ながら、アミノ酸をバランスよく摂取するために、様々な食品にアミノ

酸の機能を付加するという方策が考えられます。味の素グループで

はこれを「食品へのアミノ酸インサイド戦略」と呼び、今後取り組み

を強化していきます。

　アミノ酸インサイド戦略では、味噌汁やスープ、ふりかけ、カレーな

ど、日常的に食卓に並ぶメニューの中にアミノ酸ミックス製品を加

え、食事や補食を食べることで必要なアミノ酸を摂取できるようにす

ることを目指します。

　味の素グループは、健康と栄養の概念をすべての製品に反映させ、

製品を通じて総合的に人々の食生活の向上に貢献するとともに、

アミノ酸と食品の融合を実現させていきます。

　味の素（株）では、食堂や給茶機などでのメニュー提供を通じて、

従業員が日常的にアミノ酸を補給できる環境を整え、健康づくりに

役立てる取り組みが始まっています。

■ 毎日の食事で、より手軽にアミノ酸を ■ 社内でも、アミノ酸で
　 従業員の健康な生活をサポート

■ 味の素（株）が開発した9種の必須アミノ酸からなる独自組成であるロイシン
高配合必須アミノ酸を配合したカレーを期間限定で本社、川崎事業所、東
海事業所の各食堂で提供

■ ロイシン高配合必須アミノ酸を
  配合した飲料を本社・京橋地区内の
  給茶機に導入

ロイシン高配合必須アミノ酸を配合したメニューを食べる社員

■ 食品へのアミノ酸インサイド戦略強化

スムージー豆乳

雑炊

スープ
（和・洋・中）

健康飲料 蒸しパン マシュマロ

即席みそ汁

だしパック

ふりかけジャム

◆ アミノ酸の新たな価値創出
◆ 新たな食品加工技術創出
◆ 販売会社、小売業者へのNew Merchandising

TOPICS

「機能性表示食品」で、生活者に正しい情報を提供する
味の素グループでは、長年にわたるグローバルでのアミノ酸研究に基づく科学的なエビデンスに裏付けされた製品
の機能情報を生活者にわかりやすく、適切な表示で提供しています。

■「グリナ®」
すみやかに深睡眠をもたらし、ぐっすりとした眠り
とさわやかな目覚めをサポートします。

参照
プレスリリース
https://www.ajinomoto.com/jp/
presscenter/press/
detail/2015_08_05_1.html

■「アミノエール®」
“ロイシン40％配合必須アミノ酸”が60代から
の筋肉維持に役立つ筋肉をつくる力と歩く力を
サポートします。

参照
プレスリリース
https://www.ajinomoto.com/jp/
presscenter/press/detail/2016_02_23.html

■「アミノエール®」ゼリー ロイシン40
“ロイシン40％配合必須アミノ酸”が60代か
らの筋肉維持に役立つ筋肉づくりと歩く力をサ
ポートします。

参照
プレスリリース
https://www.ajinomoto.com/jp/presscenter/
press/detail/2017_07_06_03.html

■「毎朝ヒスチジン」
“ヒスチジン”が疲労感を軽減し、頭の冴えや
単純な記憶と判断を必要とする作業の効率向
上をサポートします。

参照
プレスリリース
https://www.ajinomoto.com/jp/presscenter/
press/detail/2017_01_23.html

本社で提供されたメニューの一例
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ベトナム全土で、栄養バランスのよい
学校給食の普及を目指す～ベトナム・学校給食プロジェクト～

栄養や食事マナーに関する
授業の様子。ベトナム味の
素社が作成した食育教材が
活用されている。

日本の衛生管理レベルを基
準に厨房設備の標準化を
推進。配膳・下膳を児童が
行うセルフサービスも導入。

献立ソフトをWebで公開。
栄養バランスのよいメニュー
を作るための様々な機能が
準備されている。

　ベトナムでは農村部を中心に、必要な栄養素が欠乏し、低身

長・低体重の課題を抱える子どもが少なくありません。一方で都

市部では中流層が増加し、肥満・高体重の子どもが増加していま

す。一つの国の子どもたちの間で、栄養不良の二重負荷（Double 

Burden of Malnutrition）が起きています。

　同国では、学校給食が提供できない地域が依然として多くありま

す。また、給食が提供されている都市部の小学校でも、栄養バランス

のとれた給食メニューを作ることが困難です。その背景には、国として

栄養士制度が確立されていないこと、給食調理担当者や教師、親た

ちの栄養に対する知識や認識が十分でないこと、給食に求められる

摂取カロリー、微量栄養素、塩分や糖質の制限、炭水化物・タンパク

質・脂質バランスなどを定めたガイドラインがないこと、給食のための

調理設備が整っていないことなど、多くの課題が存在しています。

　そこでベトナム味の素社は、2012年より「学校給食プロジェクト」

を開始。教育訓練省や保健省などの中央行政、全国63省の地方

行政とともに、ベトナム全土で栄養バランスのよい学校給食が普及

することを目指して活動を続けてきました。

　プロジェクトを通じて、献立のメニューブックや食育教材の開発・

配布、給食のオペレーションや衛生管理レベルを向上させるモデル

キッチンの設置をベトナム各地で推進。並行して、献立メニュー開

発用ソフトウェアの開発も進めました。2016年12月には、教育訓練

省によってこの献立ソフトがWeb上に公開され、全国の小学校から

の使用登録の受付を開始。2016年度末までに、1,022校でソフト

ウェアが導入され、急速に普及が進んでいます。

　現在、ベトナム味の素社では、全国61か所の営業拠点（デポ）の

デポ長や、外食営業担当者が小学校を訪ね、献立ソフトの活用方

法や、味の素グループ製品の給食への導入について説明を行って

います。2019年までに、給食の調理設備を持つ4,061校、約142

万8,000人の子どもたちに、栄養バランスに富んだ学校給食を提

供することを目標に、今後も活動を継続していきます。

食の知見やノウハウを提供し、課題解決に役立てる

プロジェクトの主な内容

❶ 主要都市における学校給食 
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
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栄養情報を“正しく”伝えることのできる栄養士の養成と
地位認定の制度創設をサポート～ベトナム栄養関連制度創設プロジェクト（VINEP）～

　2009年に、ベトナム国立栄養研究所（NIN）と味の素（株）

イノベーション研究所がうま味と栄養課題に関する共同研究を

実施したことを発端に、2011年より日越連携プロジェクトが始ま

りました。この活動を通じ、同国初の栄養士養成制度（栄養学

士コースがハノイ医科大に設置）されるとともに、行政に協力し

て栄養関連制度に関する啓発活動を継続的に行い、2015年

にはベトナムで初めて栄養士という職種を法律で定める（ジョブ

コード）ことにも成功しました。2017年8月には同国初の栄養学

士が誕生します。彼らが得た“正しい”栄養知識の普及や栄養課

題の改善を進められるよう、さらに踏み込んだ制度の確立を目指

して、プロジェクトは現在も進行中です。

VOICE プロジェクトに参加して、変わったこと

Trung Trao 小学校の校長

Phan Van Tri さん

VOICE 多角的な取り組みを継続することで、バランスのよい給食の意義が広まっています

ドバックをいただき、私たちの取り組みを高く評価いただいていま

す。また、地元のメディアでもプロジェクトに関する報道が増えてい

ます。今後もベトナムの若者の栄養状態の改善と健康な生活に

貢献するため、プロジェクトを全国に広めていきたいと思います。

ベトナム味の素社
コーポレート本部副本部長　広報部・総務部管掌

Nguyen Van Trung

プロジェクト開始当初から、子どもたちや保護者に栄養バランスが

よく、種類が豊富でおいしい給食の大切さを理解してもらうことに

力を入れてきました。給食前に生徒に対して食物に関する知識や

その恩恵を定期的に教育したり、保護者会でプ

ロジェクトの主旨を説明するなどの取り組みを

積み重ねたりしてきたことが、全国展開につ

ながっていると感じています。今では、小学

校の先生や保護者からたくさんの良いフィー

日本の栄養専門家とハノイ医科大栄
養学士コース学生との対話をハノイで
行いました。（2017年6月）

ハノイ医科大学栄養
士養成課程の1期生
卒業式（2017年8月）

※ 2017年度よりVINEPは（公財）味の素ファンデーションに移管されました。

給食が変わったことで、生徒たちの食習慣も変わったと感じます。

家でも「野菜をもっと食べたい」と言っているようです。献立ソフト

は栄養の知識が少ない私でも使いやすく、性能

が優れていて、新しいメニューの組み合わせも

考えられるおもしろさもあり、高く評価しています。

母親たちからの声
●娘は昔から好き嫌いが多く、野菜と魚が苦手でした。プロジェクトが始

まって、給食のメニューが毎日変わるようになり、何でも食べられるよう
になったのはうれしいですね。娘に頼まれて、給食で出てきたメニューを
私が作ったこともありますよ。

●子どもが幼いころは太っているほうがいい、肉類を多めに食べさせて野
菜はどうでもいいと思っていました。だから好き嫌いも多かった。小学校
の給食を食べるようになって、残さず食べるようになり、健康的な体つき
になった子どもを見て、私の考え方も変わりましたね。

コミュニティ P138-140
世界各地の「食・栄養」分野の課題解決に向けて

参照
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貧困撲滅を目指した栄養不良の解消

　「持続可能な開発目標（SDGs）報告2016」によると、2014年

の時点で発育不全状態にある5歳未満児は1億5,860万人で、全

体の4人に1人に上るといわれます。また、低栄養は特に途上国で

深刻な課題であり、栄養改善は今や国際的な急務となっています。

栄養不足の課題に大きく影響を及ぼすのが、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」です。この期間の栄

養不足を取り戻すことは難しく、将来の成長不良や知能の低下を

招くとされています。

　味の素グループは、2009年より、政府機関や大学、国際NGO、

企業等の様々なパートナーとともに離乳期の子どもの栄養改善を

目指すプロジェクトをガーナで推進。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

を実現してきました。販売では、現地の女性起業家が活躍していま

　世界の5歳未満児のうち、約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、アフリカ・アジア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）を用いたコミュニティでの治療が一般

的になってきています。

　こうした背景を踏まえ、味の素（株）は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、マラウイでRUTFの開発を

進めています。アフリカの主食は穀類ですが、タンパク栄養が不足

しています。そこで穀類にアミノ酸を添加することで栄養効果の高

いRUTFを開発しました。2015年10月から栄養効果試験を実施し

す。彼女たちが地域の人々と十分にコミュニケーションを行い、栄

養の大切さや「KOKO Plus」が果たせる役割を説明し、理解して

もらうことを最優先に取り組んでいます。また、地域のイベントや集

会、ローカルのラジオや町内放送などの機会を活用して「KOKO 

Plus」とそれがなぜ必要なのかを知ってもらい、継続して使ってもら

うことを目指しています。

　2017年4月、味の素（株）が設立した味の素ファンデーションが

公益財団法人として認定取得しました。ガーナ栄養改善プロジェク

トをはじめとする食を通じた社会貢献活動やソーシャルビジネスは、

今後味の素ファンデーションへ移管し活動を継続します。

 味の素（株）は財団へのサポートを通じて、今後も課題解決に貢

献していきます。

離乳期の栄養改善で、子どもの未来を支える

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

十分な栄養改善効果が認められました。今後、将来の事業化を視

野に入れ、ASVの実現に向けて活動を推進していきます。

RUTFの試食品と、それを食べる子ども
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Column

ソーシャルビジネスを通じて、
企業が栄養不良の解決に挑む意義

ユヌス博士からのコメント　経済学者であるムハマド・ユヌス博士は、1983年にバングラデシュ

でグラミン銀行を創設。農村部で導入した貧困層向けの無担保少

額融資「マイクロクレジット」が貧困対策の新しい方策として注目され

ました。また、グラミン銀行はソーシャルビジネスを含む多様なビジネス

を展開し、「グラミン・ファミリー」と呼ばれています。こうした功績が認め

られ、博士は2006年にノーベル平和賞を授与されました。

　ユヌス博士は以前から味の素（株）のガーナ栄養改善プロジェクト

に関心を抱いており、来日を機に対談を行うこととなりました。

　当日は、西井CEOからガーナ栄養改善プロジェクトの意義やこれま

での経緯を説明。現地で政府やNGO、国際機関、企業などの多様

なステークホルダーとともにオープンイノベーションのパートナーシップ

を構築することで、より効率的・効果的で持続可能なビジネスモデル

を生み出そうとしていることを伝えました。

　ユヌス博士には「KOKO Plus」の試食もしていただき、プロジェク

トに対する評価や期待についてお話しいただきました。

　貧困は根本的な問題で、目をそらすことは許されません。そこから目

をそらして「自分は知らない、関係ない」と言っていられない、現実にあ

る問題です。貧困に目を向ければ、世界が抱えている問題に気付く

はずです。それは難しい問題ですが、解決不可能なものではありませ

ん。解決に向けたやる気が問われるのです。

　企業がソーシャルビジネスに参加するのには、二つの理由があると

考えています。一つは、企業が自らの役割を見直そうとしていること。も

う一つは、社会から「企業はお金を儲けることばかり考えているのでは

ないか」と厳しい目を向けられているということです。企業は、自身が社

会のためにどう役立つか、何ができるかを自問し始めているのです。

　味の素（株）のガーナ栄養改善プロジェクトは、非常にエキサイティ

ングで有望な取り組みだと感じました。企業が栄養不良という問題に

目を向けることで、課題を解決するためのソーシャルビジネスに結び

付きます。ガーナでの取り組みは既にソーシャルビジネスと呼べるも

ので、最初は事業規模が小さくても、大きく成長する可能性を秘めて

います。味の素（株）は既に世界中でビジネスを展開している企業で

すから、一つの国から事業をスタートして、それが持続可能な規模に

育ったら、他の国でも展開すればよいのです。その取り組みに大きな

コストはかからないでしょうし、投資は必ず回収できると思います。

　世界の他の食品企業でも、貧困層の栄養改善や栄養不足の子

どもたちに対する栄養供給ビジネスに取り組み始める動きが見られ

ます。今後はフードロスもソーシャルビジネスとなり得るでしょう。味の素

（株）のように、食の分野で歴史のある企業が、専門的な知見を活か

して力を発揮することで、他の食品メーカーを触発するに違いないと

考えています。

2017年2月、味の素（株）取締役社長 最高経営責任者（CEO）の西井孝明と、グラミン銀行創設者のムハマド・
ユヌス博士の対談が実現しました。ガーナ栄養改善プロジェクトをテーマに、食品企業が栄養改善に取り組む
意義や、ソーシャルビジネスという手法のあり方について意見を交わしました。

（左）味の素（株） 取締役社長 最高経営責任者
　　西井孝明

（右）味の素（株） 母子栄養改善室 取手恭彦

（左）九州大学大学院 システム情報科学研究院 
　   准教授 アハメッド・アシル氏

（右）ムハマド・ユヌス博士
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