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味の素グループでは、品質方針に基づき、すべての製品・サービスを対象として、独自の品質保証システム「ASQUA（アスカ）」を適用し、原料調達から

販売までの厳しい品質保証を行い、製品の安全と品質の確保に努めています。

※3　Halal（ハラール）：イスラム法上で合法のもの。ハラー
ル食品とは、イスラム法上でイスラム教徒が食べること
を許されている食品

※4　Kosher（コーシャー）：ユダヤ教で定められた「ユダヤ教
徒が使用してよい」、または「行ってよい」という意味で、食
品に関しては、ユダヤ教徒が食べてもよいものという意味

※5　フードディフェンス（食品防御）：原料調達から販売までの
すべての段階において、食品への意図的な異物の混入を
防止する取り組み

※1　HACCP：Hazard Analysis and Critical Control Pointの略。安全で衛生的な食品を製造するための管理基準
※2　GMP：Good Manufacturing Practiceの略。製品の製造管理に関する基準を示すもの

品質アセスメント基準
品質教育・訓練基準
Halal※3管理基準
Kosher※4管理基準
商品表示基準
原材料の品質管理基準

味の素グループの品質基準（全28基準のうち、一部抜粋）

食品包材の安全衛生基準
食品GMP基準
医薬品製剤GMP基準
HACCP基準
製造委託品・購入品の品質管理基準
商品クレーム対応基準

品質緊急対応判断基準
フードディフェンス※5基準
トレーサビリティ基準
お客様の声対応基準
倉庫管理基準

食の安全・安心への取り組み

味の素グループの品質保証体制

■ 味の素グループの品質保証システム 「ASQUA（アスカ）」

■ 味の素グループの品質基準

ASQUA（アスカ）

味の素グループ独自の
考え方や基準

品質マネジメントシステムの国際規格
ISO9001

製造の管理基準
HACCP  GMP

■「ASQUA（アスカ）」の構成

■「ASQUA（アスカ）」の文書体系

味の素グループ
共通遵守事項

品質方針

品質保証規程

品質保証規則
（ISO9001＋味の素グループ要求事項）

品質基準
（HACCP基準、GMP基準等を含む全28基準）

各グループ会社、部門、工場等の独自の基準・
ガイドライン類（各種手順書、製品標準書等）

　 「ASQUA（アスカ）」とは、1997年に制定した味の素グループ独自の品質保証システム

で、「Ajinomoto System of Quality Assurance」の略称です。「ASQUA（アスカ）」

は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001」を骨格に、食品衛生の管理基準の

一つである「HACCP」※1 、適正に製造するための各種「GMP」※2などの製造の管理基準

と味の素グループ独自の考え方や基準を取り入れて構成されています。　「ASQUA（アス

カ）」は、「味の素グループ品質方針」、「品質保証規程」、「品質保証規則」、「品質基準」

およびそれぞれの組織で定めたルールで運用されています。原料調達から販売まで、全世

界の味の素グループで「ASQUA（アスカ）」に基づいた品質保証活動を徹底し、より高品

質な製品づくりを保証しています。また、お客様からのご意見やご要望などを、速やかに事業

活動や製品・サービスの改善に活かしています。

　2016年度は、品質保証におけるさらなるグローバルガバナンスの強化に向け、「品質保証規

程」を改定しました。また、M&Aで新たに味の素グループとなったトルコの大手食品会社オルゲ

ン食品社において、「ASQUA（アスカ）」に基づく品質保証体制の整備を開始しました。

 今後も引き続き「ASQUA（アスカ）」への適合を進めていきます。

　味の素グループでは、「ASQUA（アスカ）」の中で、味の素グループのブランドにふさわし

い品質レベルを維持するための独自の品質基準を定め、これらの基準に基づいて厳しく管

理をしています。

　品質基準は、原料購買、製造、品質アセスメント、保管・輸送、お客様対応など、原料調

達から販売に至るまでの28の基準からなり、社内外の動向に合わせて、改定や新規制定を

行っています。

 2016年度は、「品質アセスメント基準」を改定しました。
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食の安全・安心への取り組み

味の素グループの
品質方針、品質保証規程・目標

品質保証会議事務局：品質保証部

経営会議

お
客
様

工場 研究所 事業部 支社

国内外関係会社 国内外関係会社

ご指摘、
ご要望など

製品・サービス、
情報など

味
の
素（
株
）

味の素グループ

品質
アセスメント品質監査 品質基準

徹底

■「ASQUA（アスカ）」の実施体制

　味の素グループの品質保証を推進する最高機関は、経営トップをメンバーとする「品質保

証会議」で、経営会議の下に設置されています。「品質保証会議」では、お客様の声をもと

に味の素グループの品質保証に関する基本的な方針・計画を立案し、経営会議で承認の

上、国内外の対象法人に展開します。その遂行状況を半年ごとにレビューしています。

　こうした体制と取り組みにより、経営陣をはじめ従業員一人ひとりに至るまで、品質に対す

る意識を高め、お客様に「安全」をお届けし、信頼していただけるように努めています。

■ 「ASQUA（アスカ）」の実施体制

 　2014-2016年度味の素グループ品質保証中期計画では、2011-2013年度の中期計

画に引き続き、「お客様との約束を守る」、「お客様の期待に応える」、「確かなマネジメントを

目指す」の3つの指針を骨格に、「食の安全体制を強化する」、「健康危害トラブルを未然に

防止する」、「お客様の声に耳を傾け、お客様にとって新たな価値や魅力を有する製品をお

届けする」等の目標を新たに掲げました。

 2016年度は、中期計画の最終年度として、グローバルに以下の取り組みを進めてきました。

　2013年12月に国内他社で発生した冷凍食品への農薬混入事件を受け、味の素グルー

プでは、お客様に安心していただける製品をお届けするため、図の通り、従業員との信頼関

係をベースとした良好な職場風土の醸成を要に、製造設備などのハード面と、品質基準や

ガイドラインなどのソフト面の見直しや強化により、国内外のグループでサプライチェーン全

体の意図的な異物混入に対するリスクの一層の極小化に取り組んでいます。

　本取り組みは、国内食品製造所においては、2016年度にほぼ対応を完了し、海外につ

いては、2017年度末までに対応完了を目指します。

2016年度の取り組みと今後の取り組み

■ 食の安全体制強化への取り組み

良好な職場風土

ハード ソフト

製造設備等
● 品質保証カメラ

● 出入口セキュリティ

● 作業服

● 施錠　等

品質保証カメラ

ポケットレスの
工場作業服

工場出入口の
セキュリティ

ルール
● 持ち込み物管理

● 薬剤管理

● 製造ゾーン内の

　アクセス制限

● トレーサビリティ

● 原材料の品質管理基準

● 製造委託品・購入品の

　品質管理基準

● 保管・輸送管理基準　等

■ 食の安全を保証するための
  概念図
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 C o l u m n

食の安全体制強化への取り組み
～お客様に安心していただける製品をお届けするために～

■ 味の素（株）川崎工場

味の素グループでは、お客様により一層安心していただけるよう、ASUQA（アスカ）の「フードディフェンス基準」をはじめ、関連する

基準に基づき、P119-120のとおりの安全を保証する体制を強化しています。 代表的な事例を紹介します。

　川崎工場は、1914年に設立され、国内外の味の素グループの

中で最も歴史ある工場です。「ほんだし®」や「Cook Do®」などの

家庭用をはじめ、業務用の多岐にわたる製品を製造しています。

本工場ではASQUA（アスカ）に基づき「川崎フードディフェンス基

準」を定めるほか、FSSC22000認証※1を取得し、食の安全体制

強化に取り組んでいます。

　本取り組みの要である従業員との信頼関係をベースとした良好

な組織風土の醸成に向け、指導力向上研修や工場建屋ごとの

座談会等を実施することで、臨時従業員等を含めた全従業員を対

象にコミュニケーション強化の機会を設け、「つくり始める時点から、

お客様が安心できるという風土づくり、意識の定着」「自らの職場

は自らが守るという意識の定着」を進めています。

　その上で、製造エリア出入口、原料や製品が暴露している原料

自分たちが製造している製品の理解を深める調理・試食会

コミュニケーション強化のための「チームビルディング研修」

製造エリア内の品質保証カメラの映像

製造エリア外の入水タンクの施錠

製造エリアの入場管理

置き場や製造ライン等への品質保証カメラの設置、製造エリア外のタ

ンクの施錠管理、製造エリアごとの持ち込み物管理等を実施し、意図

的な異物混入に対する抑止力強化を図り、複合的な対策によりトータ

ルでリスクを極小化しています。
※1　FSSC22000：食品安全マネジメントシステムの国際規格であるISO22000とPAS220（食品

製造のための食品安全に関する前提条件プログラム）を統合し、国際食品安全イニシアティブ
（GFSI）が認定したベンチマーク承認規格
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Dare to tell 実践者の表彰

ガラス越しに製造ラインを確認

見学通路から品質保証カメラの
角度を自由に操作して製造ライ
ンを見ることができるシステム

■ タイ味の素社Nong Khae（ノンケー）工場　

■ 味の素冷凍食品（株）関東工場

　ノンケー工場は、GMPやHACCPをはじめ、ISO9001、ISO14001、

OHSAS18001などの認証を取得し、その仕組みの中でタイ向けの

「Ros Dee®」等の食品の製造を行っています。

　本工場では、ASQUA（アスカ）の「フードディフェンス基準」に

沿ってタイ味の素社におけるフードディフェンスの考え方を具体化した

「AJT※2 Way of Thinking」を作成し、それに基づき、食の安全体制

強化に取り組んでいます。

　良好な組織風土の醸成に向けて、関係者全員を対象としたフー

ドディフェンス勉強会の開催をはじめ、「Monthly subcontractor 

meeting」という月次会議により、臨時従業員を含めた全従業員が

情報を共有し、問題があればともに対策を検討するなど、コミュニケー

ションの充実に取り組んでいます。さらに、「Dare to tell（勇気を持っ

て話す）」をスローガンに、トラブルを発見してすぐに報告した人を表

彰するなど、従業員との信頼関係強化に努めています。

　その上で、工場建屋および製造エリアへの入退室においては、指紋

　関東工場は、2008年に発生した中国の冷凍食品メーカーでの農薬

混入事件をきっかけに、国内外の味の素グループの中で食の安全体

制強化に早くから取り組み、現在も積極的に活動しています。お客

様に安全・安心への取り組みを実際に見ていただく工場として「工場

の見える化」を推進しており、「ギョーザ」などの家庭用の冷凍食品

をはじめ、フリーカットケーキ等の業務用デザートの製造ラインは、見

学通路からガラス越しに見ることができるようになっています。

　さらに、製造ラインに設置された品質保証カメラの角度をお客様が

見学通路から自由に操作して、様々な角度から確認することもできま

す。

　近隣にある他社の冷凍食品工場で農薬混入事件が発生したことは、関東工場で働くすべての

従業員に衝撃と動揺を与えました。この農薬混入事件の発生により、身近に起こり得る重大なリ

スクであることを認識させられるとともに、決して「対岸の火事」としてはならないという思いが、さ

らなる食の安全体制強化に向けた取り組みへのきっかけになったと感じています。

　品質保証カメラや主要箇所のカバー、施錠等、ハード面での防御の取り組みも重要ですが、製造

ラインの配置要員が多い冷凍食品工場で特に力を入れているのは、働く従業員全員が不平不満を

溜め込むことなく働きやすい職場環境を創り出す 「はたらきやすい活動」という取り組みです。本

取り組みは、押し付けでやらせる改善ではなく、そこで働く人たちがメンバーとなり、メンバーの意見

をもとに働きやすい職場環境へと改善してもらう活動で、従業員同士のコミュニケーション向上が

狙いです。最初は「やらされ感」が否めない活動ではありましたが、事務局の工夫、努力や全体の

協力もあり、今では工場全体で最も盛り上がる一大イベントとなっています。

※2　タイ味の素社（Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd.）

認証、施錠、アラーム等を導入して、徹底したセキュリティ管理を

行っています。また、異物混入のリスクが高いエリアにおいては

品質保証カメラの設置を行っているほか、作業帽に番号を入れる

ことで作業着を着た状態でも個人を識別できるようにしています。

これらの取り組みにより、お客様、従業員、他の第三者にも製品

の安全性を証明できる「視える化」体制の構築を進めています。

味の素冷凍食品（株）関東工場
品質管理グループ長 （役職は2017年6月現在）

堤 將
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食の安全・安心への取り組み

　2013年7月に国内他社化粧品メーカーで発生した美白剤による健康危害事故を受け、

健康危害や法令違反等の重大なトラブルにつながるおそれがあるお客様の声が見逃される

ことがないよう、お客様の声のモニタリング体制を強化しています。グループ各社に寄せられ

たお客様の声は各社において解析されていますが、これに加えて、味の素（株）品質保証部

においても健康危害等トラブルにつながるおそれのあるお客様の声を迅速に客観的かつ組

織横断的に確認・解析し、万が一、緊急を要する案件と判断された場合は、速やかに関係

部署と共有する体制を整えています。

 2016年度は、既に本体制を構築済みである国内グループ会社およびタイ、ブラジル、イ

ンドネシア、ベトナムの海外法人において、新体制に基づき、モニタリングを実施しています。

また、新たにフィリピンおよびペルーの海外法人でも上記体制の構築を進めてきました。

 今後も新たな海外法人での構築を進め、引き続きモニタリング体制を強化していきます。

　味の素グループでは、品質クレーム、トラブル低減に向け、発生した品質クレーム、トラブ

ルすべてに対し、一つひとつ徹底的な原因究明を行い、再発防止に努めています。

　2015年度は、グループ内で発生した品質クレーム、トラブルのうち、賞味期限の印字ミス

等のヒューマンエラーによるトラブルが増加傾向にありました。これを受けて、2016年度は、

同種トラブルの未然防止のため、トラブル情報をグループ・グローバルに共有することを徹底

しました。さらに、国内では、品質教育の一つである「品質のマネジメント・技術に関する検討

会」において、「ヒューマンエラーの防止」をテーマに各組織・法人の活動情報の共有や意

見交換を行い、従業員一人ひとりの意識向上や現場の改善につなげました。

　なお、2016年度は、味の素グループで計6件（国内1件、海外5件）のリコール・流通回収

を実施しました。今後このようなことを発生させないよう、上記取り組み等のさらなる推進およ

び強化に努めていきます。

■ 健康危害等トラブルにつながるおそれのあるお客様の声の
　 モニタリング強化への取り組み

■ 健康危害等トラブルにつながるおそれのあるお客様の声のモニタリング体制

事業部門

品質保証部

味の素（株）

お客様の「声」

客観的かつ組織横断的
に確認・解析

緊急を要する案件の共有

緊急を要する
案件の共有

味の素グループ
各社で解析

味の素グループ会社

国内法人 海外法人

健康危害等トラブルにつながる
おそれのあるお客様の声

す
べ
て
の
お
客
様
の
声

■ 品質クレーム、トラブル低減への取り組み
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　味の素グループでは、製造委託・購入先や原材料サプライヤーに対し、味の素品質保証

システム「ASQUA（アスカ）」の品質管理基準・品質要求事項に基づいた管理を行ってい

ます。定期的な評価および品質監査はもちろんのこと、「サプライヤーパートナーシッププロ

グラム（SPP）」に基づき、サプライヤーと連携し、品質リスクの低減やサプライヤーの品質

レベルの向上等に取り組んでいます。

　2016年度は、国内のサプライヤーに対し、品質監査を計画的に実施したほか、2015年

度に続いてフードディフェンス監査※1も実施し、サプライヤー管理を強化しました。

　海外のサプライヤーに対しては、GSM※2という海外の法人間で品質監査の相互協力を

する仕組みを構築・活用しています。2016年度は、GSM監査の活用拡大に向けて、米国

においてGSM監査員を増員し、サプライヤーの管理強化を図りました。

　今後もSPPによるサプライヤーとのパートナーシップを強化していくとともに、海外では、

GSMを積極的に活用し、お客様に安全な製品を提供できるよう努めていきます。

■ サプライヤー監査・管理の徹底

■ 2016年度の原材料取引先の主な品質監査実績
監査実施組織 監査品目 監査件数 備考

味の素（株）
グループ調達センター

原料関係 107件 食品：64件、
アミノサイエンス：43件

包材関係 24件

味の素冷凍食品（株） 原料関係 180件

味の素AGF（株）

原料関係 37件 うち4件共同購買品

包材関係 11件

委託先 26件

※1　フードディフェンス監査：意図的な食品汚染を防御
することに特化した監査

※2　GSM（Global Supplier Management）： 
海外のサプライヤーに対する品質管理強化のた
め、海外の法人間で品質監査の相互協力をする
味の素グループの仕組み

　味の素グループでは、ISO9001の第三者認証取得に加えて、お客様からの要請を受け、

国内外の複数の製造サイトで、国際食品安全イニシアティブ（GFSI）承認のFSSC22000な

どの認証を取得しています。

　2016年度は、ISO9001あるいはFSSC22000等を既に取得している組織・法人は認証

を維持・継続したほか、2013年に新設されたラウタン味の素ファインイングリーディエンツ社

においては、新たにISO9001認証を取得、また、味の素ベーカリーインドネシア社およびイン

ド味の素社においては、ISO22000を取得しました。

　さらに、味の素グループは、世界中のムスリム等のお客様に安心して生活を送っていただ

くため、Halal（ハラール）をはじめとする宗教対応の実践にも取り組んでいます。宗教上の

「食」への尊重と理解に基づいた「おいしさ」をお届けする仕組みづくりを品質保証活動の

一つと位置づけ、Halal認証やユダヤ教のKosher（コーシャー）認証取得を進めています。

　2016年度は、味の素（株）川崎工場にて従来の認証取得に加え、一部の製品に対して、

Halal認証を新規に取得しました。

　今後もISO9001の認証取得・維持、お客様のご要請に応じたGFSI承認の認証取得お

よび宗教対応を進めていきます。

■ 第三者認証取得への取り組み

サプライヤー監査
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　味の素グループでは、グループ・グローバルでのさらなる品質レベル向上を目指し、人財育

成にも力を入れています。毎年、品質教育計画を見直し、各組織や法人のニーズに合わせ

て、計画的に品質教育を実施しています。

　 2016年度は、味の素（株）品質保証部が、国内のグループ従業員向けに、ISO9001、

品質監査、食品表示、宗教対応等の教育を計画的に実施しました。また、2016年度で37

回目となる「品質のマネジメント・技術に関する検討会」を開催し、約430名のグループ役員・

従業員が参加して品質保証活動について情報共有を行いました。

　海外では、「ASQUA（アスカ）スクール※1」をフィリピン、インド、インドネシア、中国、北米で

延べ120名に対して実施したほか、2016年度で16回目となる「QMS※2トレーニングコース」

も開催し、ブラジル、ペルー、タイ、インドネシア、インドの各社から推薦された計9名の従業員

が参加し、2週間にわたり品質保証の幅広い分野について学習するとともに、グループの品

質保証のさらなるレベルアップについて活発なディスカッションを行いました。

　さらに、国内外のグループ各社においては、味の素冷凍食品（株）で、農場管理、農薬管

理、食品表示、フードディフェンス等の教育、タイ味の素社でフードディフェンスやGMP等の

教育、アモイ・フード社およびペルー味の素社でフードセーフティの教育、マレーシア味の素

社でISO9001内部監査員教育等、ニーズに合った品質教育を積極的に実施しました。　

　今後は、ICT※3も活用して、より充実した品質教育を推進し、グループ・グローバルでのさら

なる品質レベルの向上に努めていきます。

■ 品質レベル向上のための人財育成

※1　ASQUA（アスカ）スクール：味の素品質保証システム「ASQUA（アスカ）」を中心とした、品質保証のノウハウの共有、知識向上を目的
とした研修

※2　QMS：Quality Management Systemの略
※3　ICT：Information and Communication Technologyの略

品質のマネジメント・技術に関する検討会
上：ポスター発表
下：新設した「お客様満足」コーナー（お客様の声を活かした
様々な活動を共有）

QMSトレーニングコース
■ 2016年度に実施した味の素（株）主催の品質教育（一例）

グループ従業員向け品質教育

• 品質のマネジメント・技術に関する検討会

• QMS トレーニングコース（海外従業員のみ）

• ASQUA（アスカ）スクール（海外従業員のみ）

• トップマネジメント品質勉強会

• お客様満足研修

• ISO9001 内部監査員教育　

• 品質監査講習会

• 食品表示の勉強会

• 食品行政動向説明会 

 など

味の素（株）従業員向け品質教育

• 海外赴任者研修

• 新入社員研修

• コンプライアンス研修

• 品質アセスメント勉強会

 など
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※4　味の素（株）では、企業情報サイトおよび商品情報サイトの2サイトを管理・運営しており、前者では、グループの活動情報を中心に掲載
し、後者では味の素（株）の商品に関する情報を掲載

※5　高齢の方や障がいをお持ちの方などを含む様々なお客様がWebにアクセスし、利用できること 
味の素（株）のWebアクセシビリティ方針　https://www.ajinomoto.co.jp/webaccessibility/

味の素グループ商品情報サイト
「味の素グループの品質保証」
https://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/

味の素グループ企業情報サイト
「味の素グループの品質保証」

日本語
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/quality/

英語  https://www.ajinomoto.com/en/activity/quality/

タイ語  https://www.ajinomoto.com/en/activity/quality-th/

ベトナム語  https://www.ajinomoto.com/en/activity/quality-vi/

インドネシア語  https://www.ajinomoto.com/en/activity/quality-id/

味の素AGF（株）
「全バリューチェーンの安全・安心と品質向上」
http://www.agf.co.jp/csr/product/vcaction.html

　味の素グループでは、お客様が安心して商品を購入しお使いいただけるよう、パッケージ

やWebサイト上でお客様が商品を購入・使用される際に参考になるような情報を共有できる

ようにしています。

❶ 商品パッケージでの品質に関する情報共有

　味の素（株）、味の素冷凍食品（株）、味の素AGF（株）の家庭用商品のパッケージには、

スペースの制約があるものや一部の例外を除き、法律で義務づけられた表示に加えて、以

下の品質に関する情報を表示しています。

❷ Webサイトでの品質に関する情報共有

　国内外のグループ各社のWebサイトでは、「商品情報」やレシピ情報をはじめ、商品FAQ

や各社で取り組んでいる品質保証活動等、それぞれの国のお客様に合わせた情報の提供

に努めています。

 味の素（株）商品情報サイト※4、味の素冷凍食品（株）のWebサイト、味の素AGF（株）の

Webサイトでは、各社の品質保証体制をはじめ、お客様に「安全・安心」な商品をお届けす

るための、原料管理から製造工程、販売までの過程で行われている品質管理についてわか

りやすく紹介しています。

　2016年度は、上記味の素（株）商品情報サイト内の「確かな商品をお届けするために」サ

イトにおいて、アクセスするお客様の多様化およびアクセス動向の変化に合わせ、スマート

フォンやタブレット端末等のマルチデバイスへの対応およびWebアクセシビリティ※5に配慮

したリニューアルを行いました。

 さらに、味の素グループ企業情報サイト※4では、グループの品質保証活動を紹介するペー

ジ（日本語、英語、タイ語）に、ベトナム語、インドネシア語のページを新たに構築しました。

2017年度は、本ページの多言語化（ポルトガル語等）をさらに進めていくほか、お客様のご

要望等に合わせ、Webサイト内の情報の充実化に取り組んでいきます。

■ 品質に関する情報の共有

● 開封後の保存方法　● 使用上の注意　● お客様からお問い合わせが多く、わかりにくい原材料

についての説明　● アレルギー物質（義務表示および推奨表示）の一覧表などによるわかりやす

い表示　● 包材の材質のわかりやすい表示　● お客様のお問い合わせ窓口　等

https://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/
http://www.agf.co.jp/csr/product/vcaction.html
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/quality/
https://www.ajinomoto.com/en/activity/quality/
https://www.ajinomoto.com/en/activity/quality-th/
https://www.ajinomoto.com/en/activity/quality-vi/
https://www.ajinomoto.com/en/activity/quality-id/
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※1　コンタミネーション：食品を生産する際に、原材料として使用し
ていないにもかかわらずアレルギー物質が微量混入すること

　食品添加物は、味や風味をよくし、香りを高め、栄養を強化することにより豊かな食生

活を実現するほか、保存性などを高めるなど重要な役割を担っています。これら食品添

加物は、各種の厳しい試験のもと、行政により安全性が認められています。

　味の素グループでは、製品の開発・製造にあたり、安全性を含めた最新の情報のもと、

適切な食品添加物を選定・使用しています。表示の際は、各国で定められた法律の基

準に従った上で、お客様にとってわかりやすい正確な表示をするように努めています。最

近では、「○○無添加」、「△△不使用」をキャッチフレーズにした加工食品が増えてい

ますが、味の素グループは、国の基準や科学的根拠に基づき安全と認められている食品

添加物が、あたかも安全ではないような印象をお客様に与えるこれらの表示は、お客様

に誤認を与えるおそれがあると考えており、そのような表示は行っておりません。

　日本では、特定のアレルギーを持つ方の健康のため、消費者庁により、小麦、乳、落花

生、卵、そば、えび、かにの7品目についての表示が義務づけられ、また、20品目について

は可能な限り表示することが推奨されています。

　国内の味の素グループでは、すべての家庭用製品について、表示義務のある7品目だ

けでなく、推奨の20品目についてもアレルギー表示を行っています。さらに、公定法（法

律で定められた分析法）の導入、コンタミネーション※1防止の取り組みなど、グループに

おけるアレルギー物質管理体制の強化にも取り組んでいます。

　味の素グループでは、ある一定の保存条件のもと、製品が食品としての価値、お客様

に満足いただけるおいしさを持ち続ける期間（賞味期限）を、製品の特性に応じた様々

な試験を実施して決めています。

　おいしさの化学的・物理的変化については、色、味や香りなどの官能検査や機器分

析等により評価し、おいしさが保持される限界点を把握します。具体的には、温度条件

を変化させて、品質の劣化状況の変化を時間を追って調べ、それぞれの製品に適した賞

味期限を設定しています。

食品添加物

アレルギー物質

賞味期限

参照
気になる「食」のキーワード＞食品添加物
https://www.aj inomoto.co. jp/products/anzen/
keyword/additive.html

参照
気になる「食」のキーワード＞アレルギー物質
https://www.aj inomoto.co. jp/products/anzen/
keyword/allergy.html

参照
気になる「食」のキーワード＞賞味期限と消費期限
https://www.aj inomoto.co. jp/products/anzen/
keyword/limit.html

Webサイトでご紹介している味の素グループの「食の安全と安心」に関わる
考え方や取り組み

保存条件
・包装材料、包装形態
・保存環境（温度、湿度、光など）

評価項目

・官能評価（外観、香り、食感、風味、味など）
・物性検査（粘度、かたさ、粒度、色、流動性など）
・理化学検査（pH、酸価、過酸化物価など）
・微生物検査（一般生菌数、真菌数、大腸菌
群、無菌試験など）

賞味期限の年月表示化への取り組み

　世界的な課題となっている「フードロス」。日本においても年間621万トン※2が食べることができる
のに廃棄されています。国を挙げて取り組むべき課題として、官民が連携してサプライチェーン全体
の効率化に取り組んでいます。その取り組みの一つが「賞味期限の年月表示化」「賞味期間の延
長」「納品期限の最適化」です。
　味の素（株）では、様々な観点で検討し、2017年2月より、賞味期限延長の確認試験をクリアした
賞味期間が1年以上※3の家庭用製品3品種で賞味期間を延長し、年月表示に変更する取り組みを
開始しました。2019年度末を目途に、家庭用全製品を対象に順次切り替える予定です。

※2　平成26年農林水産省「食品ロス統計調査」より
※3　法律上は「賞味期間が3か月以上の製品」は年月表示化が可

能ですが、味の素（株）では、経済産業省の製・配・販連携協議
会の年月表示推進に関し「概ね賞味期間が1年以上のものか
ら着手する」という答申（2014年7月）に基づき、賞味期限が1
年以上の製品を対象に年月表示を行う方針にしています

賞味期限の年月表示化特集2 P36参照
社会全体で減らす「フードロス」

https://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/keyword/additive.html
https://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/keyword/allergy.html
https://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/keyword/limit.html
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/pdf/2017/f2.pdf#page=12
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　野菜の栽培で利用される農薬は、害虫や雑草などの駆除、作物の生長の制御などを目

的として散布されます。食品中に残留する農薬が人の健康に害を及ぼすことのないよう、

各国では、法律に基づいて残留基準を設定しています。

　味の素グループでは、原料として使用する野菜の安全性確保のため、一部の製品

の主要原料については、「自社管理農場」※4や「指定農場」※5で農薬管理を含めた農

場全体の管理を行い、その原料を使用しています。その他の野菜原料についても、サ

プライヤーに対して、農薬管理をはじめとする厳しい管理体制を要請し、また、生産現

場へ出向いて監査、適切な指導を行っています。さらに、味の素グループでは、測定

機器を導入し分析技術を確立して、必要に応じて、残留農薬の分析を実施しています。

　味の素グループは、原料や製品の履歴情報を速やかに調査できるトレーサビリ

ティシステムを構築しています。生産、加工、流通の各段階において、原料の出所や

製造元、販売先などの情報や製造にかかわる情報を記録・保存し、原料や製品に

関する履歴情報を追跡できるようになっています。また、正確な原料情報の入手に

不可欠な、適切なサプライヤー管理にも力を入れています。

　さらに、お客様からのお問い合わせ時や、トラブル発生時の速やかな対処を可能

にし、お客様が安心して製品を購入できるよう、トレーサビリティ体制を構築し、定期

的にその有効性を確認しています。

　遺伝子組換え技術は、農作物に害虫耐性を付与して使用農薬を低減するなど、食料

問題や環境問題の解決に大きな役割が期待される重要な技術です。一方で、活用にあ

たっては、安全性を十分に確認する必要があると考えています。現在、各国では安全確

保のため、GMO※6の承認に厳格な安全性評価を実施しており、日本では内閣府食品安

全委員会、厚生労働省にて安全性審査が行われています。必要な情報をお客様に提

供するため、表示基準も定めており、味の素グループもこの基準に従っています。

　製品の製造にあたり、放射性物質に関しては、基本的には行政による「継続的な

モニタリング」と「基準値を超える食品を流通させない取り組み」によって、食品の

安全性は確保されていると考えています。味の素グループは、さらなる確認のため、

測定機器を導入し分析技術を確立して、必要に応じて原材料を中心に放射性物質

の分析を実施しています。

残留農薬

トレーサビリティ（履歴情報管理）

ＧＭＯ（遺伝子組換え作物）

放射性物質

参照
気になる「食」のキーワード＞残留農薬
https://www.aj inomoto.co. jp/products/anzen/
keyword/biopesticide.html

参照
気になる「食」のキーワード＞トレーサビリティ
（履歴情報管理）
https://www.aj inomoto.co. jp/products/anzen/
keyword/traceability.html

参照
気になる「食」のキーワード＞GMO（遺伝子組換え作物）
https://www.aj inomoto.co. jp/products/anzen/
keyword/gmo.html

参照
気になる「食」のキーワード＞放射性物質について
https://www.aj inomoto.co. jp/products/anzen/
keyword/radiation.html

※4　自社管理農場：味の素グループ駐在員の指導のもとで、栽培か
ら、農薬の選定、購入、使用判断まで一元管理している農場

※5　指定農場：味の素グループの厳しい選定基準を満たしており、
管理基準に基づく農薬のみを使用し、分析や記録等の管理体
制を整えた農場で、定期的に味の素グループによる査察を実施
している

※6　GMO：Genetically Modified Organism

https://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/keyword/biopesticide.html
https://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/keyword/gmo.html
https://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/keyword/traceability.html
https://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/keyword/radiation.html
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※1　ISO10002：苦情対応マネジメントシステムの国際規格。お客様によりご満足いただくために、お客様からの苦情に対し、適切に、迅速に対応するよう、組織がどのようにあるべきかの要件を指針として定めたもの

※2　国内食品5社：味の素（株）、味の素冷凍食品（株）、味の素AGF（株）、（株）J-オイルミルズ、ヤマキ（株）

味の素グループでは、「常にお客様第一を心がけ、世界のお客様の“食”と“健康”そして、明日のよりよい生活に貢献するため、優れた技術と豊かな

創造性をもって、安全性の高い高品質な商品・サービスを開発・提供していく」ことを事業姿勢としています。

味の素品質保証システム「ASQUA（アスカ）」の中でも、お客様とのコミュニケーションを図る方法を明確にし、実施することをグループの方針として

掲げ、味の素グループ各社で窓口を設置し、お客様からのご意見・ご要望を真摯に承っています。

さらに、いただいたご意見やご要望などを社内で共有し、事業活動や商品・サービスに反映する活動を推進しています。

また、味の素（株）および味の素冷凍食品（株）では、品質マネジメント－顧客満足－組織における苦情対応のための指針「ISO10002※1」に則り、

「お客様満足推進方針」と「お客様満足行動指針」を定め、「お客様満足品質」の実現に向けて取り組んでいます。

お客様とのコミュニケーション

お客様の声を聴き、お客様から学ぶ

　味の素グループでは、国内食品5社※2はもちろんのこと、海外事業においても地域特性

や商品の拡充に合わせ、お客様相談機能・部門を設け、お客様満足向上に努めています。

　味の素（株）、味の素冷凍食品（株）、味の素AGF（株）のお客様相談部門は、各社の国

内家庭用商品のお問い合わせを直接承る部門として、「正確・迅速・親切」をモットーに活動

しています。ご相談には、お客様の生活背景や環境の変化、生活者として感じられた想い

を大切にしながら、役立つ情報の提供などでお役に立てるよう努めています。お客様からい

ただいたご意見やお問い合わせは1件ずつ記録し、翌日には事業部門や開発部門など全

社で共有、また、お客様のニーズや生活背景の変化などを分析し、お客様の生活に役立つ、

魅力ある商品・サービスの開発につなげるよう取り組んでいます。また、関連部門と連携し、

お客様にご安心いただけるよう商品や食に関する情報の提供に努めています。また、お客

様一人ひとりとのコミュニケーションを大切にし、お客様との良好な信頼関係づくりに努め、

商品・サービスをはじめとする企業活動における「お客様満足品質」の実現に向けて取り組

んでいます。

　これらの活動を確実に実行・さらに改善し、商品やサービスの改善につなげるために

2014年4月に味の素品質保証システム「ASQUA（アスカ）」の中に「お客様の声対応基

準」「お客様の声活用基準」を制定しました。これにより、国内3社での活動を確実に行うと

ともに、国内外各法人とも取り組みを推進しています。2016年度は、国内グループ5社で毎

月お客様対応状況の共有・応対品質向上のための研修や「お客様の声」の事業への反映

のワークショップなどを実施しました。また、味の素（株）、味の素冷凍食品（株）、味の素AGF

（株）の合計12工場の工場見学コース内に「お客様の声を活かした商品改善への取り組

み」と「お客様の声」による商品改善の事例をパネル展示し、見学者の方々からご意見を

伺っています。

味の素冷凍食品（株） 味の素冷凍食品（株）中部工場での展示 味の素AGF（株）

味の素（株）お客様相談センター
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お客様とのコミュニケーション

　ブラジル味の素社、タイ味の素社、ベトナム味の素社などの海外法人でも、お客様からの

お問い合わせ、ご意見やご要望を伺い、スムーズに社内に伝える体制を整え、商品・サービ

スの改善活動に反映しています※3。

　今後も味の素グループ全体で「お客様の声」をお伺いする応対品質向上の活動と「お客

様の声」を反映したよりよい商品・サービスのご提供を目指す活動を、一層推進していきます。

※　相談窓口のない法人においても、電話、Webサイト
　　等でお問い合わせを受け付けています。

◦ ブラジル味の素社
◦ タイ味の素社
◦ インドネシア味の素社
◦ ベトナム味の素社 等

お客様相談窓口を設けている
代表的な海外法人

VOICE グローバル人事部主催　一般職昇格者「お客様相談センター」職場体験を実施して

研修を企画・運営したグローバル人事部とお客様相談センターメンバー

　生活者との直接的な接点を持ちづらい研究職や企画事業支援部門を中心に、

13名が参加しました。研修は、複数の「お客様の声」を分析し、声の本質に迫る

ワークや、過去実際にあったご指摘の調査回答の事例を題材に、お客様のわかり

やすい回答書を作成するワークを行いました。これらは、お客様目線で商品を見直

すことを体感し、自身の業務へ活かしてもらうことを狙いとした、2016年度より新た

に企画・開発したプログラムでした。実際に寄せられた「お客様の声」を聴くことにと

どまらず、自身の業務へ活かすことができる学びや気づきを得る工夫を行った結果、

参加者満足度が非常に高いプログラムとなりました。参加者からは「お客様に寄

り添った姿勢に感銘を受けた」や「職場体験にとどめておくのはもったいない」など、

非常に有意義だったことがわかるコメントが寄せられ、今後は他の研修での横展開

を検討していきたいと考えています。

■ 味の素（株）お客様相談センターの2016年度の主な取り組み
主な取り組み 内容

「応対品質」の向上を目指した応対者教育プログラムの実施 傾聴力向上、情報提供力向上のための教育研修、応対指標に基づく評価とトレーニングを継続実施

「お客様の声」を関係部署と共有する活動の充実、強化
・ 「お客様の声」をタイムリーに社内ポータル、会議で共有し、商品やサービスの改善活動に反映
・ 商品開発プロセスでの品質アセスメント会議において、お客様の視点での商品評価を実施
・ 国内外グループ会社でのお客様の声による改善の事例を共有

商品に対するご指摘への対応満足向上の取り組み ご指摘内容の調査を報告する文書の改善を実施

社内研修「お客様満足研修」の実施

・ 「お客様の視点」体感講座、「お客様の声」分析・活用講座等（全8講座に約170名が参加）
・ グローバル人事部主催研修（新入社員、一般職昇格者職場体験）
・ 営業部門向け階層別ご指摘対応研修（新人、新任総括、新任ラインマネージャー）、コンプライアンス 
 研修

　味の素グループ国内食品5社では、お客様からご指摘を承る応対から、ご提起いただいた

商品のご指摘の原因を調査した結果のご報告までの各社の対応品質についてお客様の

満足度を確認するアンケートを継続実施し、調査報告の改善に努めています。事象の発生

原因の調査にとどまらず、お客様が疑問や不安に思われた点も調査結果に織り込み、わか

りやすくご説明するよう調査部門、事業部門、お客様相談部門で改善に取り組みました。

　味の素（株）では、2016年度、お客様対応におけるヒューマンエラーを防止する取り組み

について「味の素グループ 品質のマネジメント・技術に関する検討会」で共有し、味の素グ

ループ全体で取り組みを推進しました。2016年度は、「ご提起時の応対に満足」97％、「調

査結果報告に満足」82％、「今後味の素（株）の商品を使用する」94％と、お客様から回答

いただきました。具体的に伺ったご意見は、次年度の改善の活動に反映していきます。

■ 商品へのご指摘時の対応満足度向上の取り組み ■ 2016年度に寄せられた
  お問い合わせの内容
味の素（株）お問い合わせ件数：34,000件（2015年度比89％）
味の素グループ国内食品5社のお問い合わせ件数：合計
69,000件（2015年度比94％）

お問い合わせ
内訳

味の素（株）の「お客様の声」内訳

ご提案 1%ご指摘4%

使用方法
15%

取扱店
14%

賞味期限
14%

原料製法
9%品種価格

7%

安全性
5%

栄養成分
4%

表示
3%

その他
11%

全社的
お問い合わせ

18%

ファンレター 1%

お問い合わせ
94%

※3　相談窓口のない法人においても、電話、Webサイト等でお問い合わせを受け付けています。

グローバル人事部研修担当者の声
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お客様とのコミュニケーション

■ お客様の声から課題を抽出し、改善する取り組み

　味の素グループでは、お客様情報などお預かりしている個人情報を安全に管理するため、

ルールと手順を明確にし、これを関係者に周知することにより、組織的な業務管理を実践して

います。

　個人情報にかかわるルールとしては、情報セキュリティルールである「情報取扱規程」の下に「個

人情報取扱ガイドライン」を制定し、具体的な手続きを明確に定義しています。これらのガイドライン

は、ISO27001（情報セキュリティマネジメントシステム）の考え方に基づいて作成されています。

　味の素（株）では、制定したルールについて新人・管理職・営業関係等階層・職種レベルでの

セキュリティ研修に組み込み周知しています。また、業務を外部委託する場合においても、同等

の管理レベルを維持するため、委託先の業務・システム状況に関するアセスメントを実施してい

ます。管理している個人情報は「個人情報管理データベース」へ登録することにより全社で一

元管理し、安全の確保に努めています。

　味の素（株）では、お客様からお預かりするキャンペーンやアンケート等の個人情報の収集に

あたり、各組織長の責任のもと、個人情報管理者※1を選任し、個人情報の収集、保管から廃

棄までの管理を行う責任者と担当者、収集した個人情報にアクセスして利用する可能性があ

る関係者を明確にするルールに変更（2016年12月）して、お客様の個人情報をより厳格に管

理する体制を構築しています。

　さらに、「個人情報保護法」の改正（2017年5月）を受け、味の素（株）の社内規程および取扱

ガイドラインの改定を行い、各組織の個人情報管理者に対する定期的な教育を推進しています。

お客様情報・個人情報取り扱いの徹底

組織統治 P54参照
情報セキュリティの徹底

■ 味の素（株）お客様の声を
事業に反映するしくみ

お客様

商
品
改
善
・
商
品
開
発
に
よ
る
お
客
様
満
足
の
向
上

お問い合わせ・ご指摘

お客様相談センター

企画

開発 製造

販売

担当者がお客様の声を
読み込み

お客様の声読み込み会議（毎月）

開発会議（毎月）お客様の声活用会議
（半期ごと）

緊
急
の
場
合
は

随
時
協
議

事業部門

　味の素グループは、お客様からいただいたご意見をタイムリーに社内で共有し、商品・サービ

スの改善に反映しています。

　味の素（株）、味の素冷凍食品（株）、味の素AGF（株）3社では、お客様よりいただいた貴重

なご意見・ご要望は、すべて当日のうちにデータ化し、翌日には社内イントラなどを活用し社内で

共有し、「お客様の声」を共有しています。その中で、緊急性の高いご指摘などは直ちに関係各

部門へ伝え、原因を究明し再発防止策を講じるとともにお客様へ報告し、品質課題の早期発

見・解決につなげています。

単位組織長

運用状況報告 運用基準の通達
運用状況の評価
運用ツールの提供
管理者への教育

情報担当役員

情報企画部

個人情報管理者※1

○○アンケート　管理責任者

○○アンケート　管理担当者

○○アンケート　取扱関係者

△△送付先リスト　管理責任者

△△送付先リスト　管理担当者

△△送付先リスト　取扱関係者

□□住所録　管理責任者

□□住所録　管理担当者

□□住所録　取扱関係者

■ 個人情報管理体制

【選任】 
単位組織長が組織内基幹職より選任情報
企画部に申請登録

【役割】
 (1) 単位組織内の個人情報関連業務の

監督（ルール順守、適正確保）
 (2) 業務委託先の業務監査と監査結果に

基づく委託先としての 適正評価
 (3) 単位組織内の個人情報取り扱いに関

する教育

※1 個人情報管理者：

https://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/pdf/2017/soshiki.pdf#page=7
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 C o l u m n

参照
品質へのこだわり＞お客様の声の反映
http://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/
kodawari/customer.html

お客様の声をもとに、よりよい商品へ
■ 海外法人ブラジル味の素社の取り組み

■ 「お客様の声」により改善した事例

カップスープ「VONO® Cream and Onion Soup」

　ブラジル味の素社では、うま味調味料「味の素®」をはじめ、風味調味料「Sazón®」

やカップスープ「VONO®」、2016年からは「amino VITAL® GOLD」等調味料から

アミノ酸補助食品まで幅広い商品をブラジル全土で販売しています。ブラジル味

の素社お客様サービス部門（“Serviço de Atendimento ao Consumidor”）

では、お客様から年間約21,000件の電話や14,000件のメールでご質問、ご意

見、ご指摘をいただいています。近年では、SNSでの商品やレシピ情報などの情

報発信を積極的に行い、facebookで161,000件ものコメントをいただくなどお

客様とのリレーション強化を図っています。

　いただいたご意見から商品の改訂や味のバ

リエーションなど様々な商品への反映を行って

います。2016年度は、カップスープ「VONO® 

Cream and Onion Soup」の裏面の文字色

が袋の色によって読みにくいとのお声を反映し、

袋の色を変更するなどの改善を行いました。 改善前 改善後

■ リメイラ工場ファクトリーツアー

　また、2016年度の新たな取り組みとして、前年度多くの貴重な意見をいただいた

25歳～ 60歳といった幅広い年齢層のお客様29名をリメイラ工場ファクトリーツ

アーに招待し、「Sazón®」の工場見学と意見交換を行いました。「味の素社の歴

史や経営方針を知ることで信頼が増した」「品質管理がしっかりと行われていて毎

日安心して食べることができる」などの感想をいただきました。 ブラジル味の素社 リメイラ工場ファクトリーツアーの様子

■ 「MID®」Refresco 
facebook 情報発信例

※2 現物・再現主義：実際の製品を使ってできるだけお客様と同
じ状態を再現し、体感しながら理解すること

　また、お客様相談部門では、毎月「お客様の声」を1件、1件読み込み、ご意見や要望の背景

にあるお客様の商品への期待や不満、食生活上のお困りごとなど様々な角度から分析し、社

内関連部門に提言を行っています。その際、先入観を持たずにお客様の声を受け止め、お客

様の目線で商品を見直すべく「現物・再現主義」※2に則って検討することを大切にしています。

　さらに、新商品・商品改訂への反響や、継続しているお問い合わせの推移、お客様の意識や

習慣、環境の変化、ご提案などについて、「お客様の声」を共有する会議を開催し、様々な商品

開発や商品改善に反映しています。

お客様サービス部門メンバーは15名、マネージャーのMs. Solangeは、『様々な

チャネルを活用して「お客様の声」を傾聴し、幅広いお客様の生活や社会の変

化を察知し、確実に社内で共有することを大切にしています』と語っています。

ブラジル味の素社お客様サービス部門メンバー
（後列右：マネージャーのMs. Solange）

VOICE ブラジル味の素社 お客様サービス部門の活動

お客様とのコミュニケーション

https://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/kodawari/step6/index.html
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味の素グループは食品メーカーとして、皆様の食卓に「おいしさ」や「健康」だけでなくエコライフをお届けしたいと考えています。それぞれのご家庭にとっ

て、そして地球にとっても、健やかな「食卓」を実現すること。それが、味の素グループの願いであり、使命です。味の素グループは、エコな製品の開発を

追求し、エコなレシピやヒントをご提案することで、食卓からのエコライフを支援していきます。

食卓から始めるサステナブルなライフスタイル提案

食材を
上手に使って

食べ残しを減らせば、
ゴミは減らせる！

2017年 農林水産省
「食品ロス統計調査」より

18%

55%
過剰除去

27%
食べ残し

1位 料理の量が多かったため

食卓に出した料理を食べ残した理由

食べられるのに
捨ててしまう
葉・皮など

日本の
食品廃棄量

一般家庭
からの

食品廃棄量

可食部の
廃棄

手つかずの食品

約 280 万トン

約 820 万トン

約 2,800 万トン

　日本では年間約2,800万トンもの食品廃棄物が排出されていま

す。この廃棄物のうち、一般家庭からの排出量は約820万トン。そ

のうち、約280万トンが可食部、つまり食べ残しや調理時の過剰除

去、食べずに直接廃棄したもので「フードロス」といわれています。

　ご家庭からのフードロスをなくすために、毎日の食卓から、一人ひ

とりが食べ物を大切においしく食べ切る視点が大切です。

日本のフードロスは…
DATA

　味の素グループでは、家庭でゴミになってしまう製品の容器包装の環境配慮を進めてい

ます。2010年秋からはお客様にできるだけ環境によい製品を選んでいただくために、製品

のエコがひと目でわかる独自の環境ラベル「味なエコ」マークを、さらに2015年春より新たに

味の素AGF（株）の製品に「ほっとするエコ」マークの表示を開始しました。

　毎日のお料理は、ご家庭で今日からすぐにエコライフを始めるチャンスです。味の素（株）

では、毎日のお料理の中で「エコ」で「うまい（美味い・上手い）」、すなわち「エコうま®」なアイ

デアやレシピを広げる活動に取り組んでいます。

■ 「味なエコ」マーク、「ほっとするエコ」マーク製品を通じて

■ 「エコうまレシピ®」を通じて

製品やレシピ、広告を通じて、「食卓からのエコライフ」を広げる活動

　味の素グループでは、企業広告を通じて

食卓からのエコライフのヒントを提案しています。

■ 広告を通じて

環境 P112参照
容器包装に配慮した「味なエコ」マーク、

「ほっとするエコ」マーク製品を広げる

食材を
ムダなく
活用！

「旬」の
食材を
選ぼう！

手際よく、
簡単に！

おいしいは、エコロジー

「EDO時代、ECOヒント」篇
EDO時代の食生活に学ぶECOのヒントを紹介。動画
版も公開中です。

参照
「エコうまレシピ」のご紹介
http://www.ajinomoto.com/jp/activity/
environment/eco/ecouma/

参照
環境広告のご紹介
http://www.ajinomoto.com/jp/activity/
environment/eco/environmentalad.html

※ 「味なエコ」マーク、「エコうま」、「エコう
まレシピ」は、味の素（株）の登録商標
です。

https://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/eco/ecouma/
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/eco/environmentalad.html
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/pdf/2017/kankyou.pdf#page=21
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食卓から始めるサステナブルなライフスタイル提案

未来を担う子どもたちとともに　味の素「食エコKIDs」賞の活動

「食エコ活動」普及のための活動

味の素「食エコKIDs」賞受賞者の日記の
一部を紹介し、小学生に食エコを始めるヒ
ントとして制作。今年で6冊目となります。

2016年度に表彰した子どもたちの日記を紹介

材料・作り方も写真付き（一部動画あり）
４ステップで完成

参照
味の素「食エコKIDs」賞
http://www.ajinomoto.com/jp/activity/
environment/eco/award.html

参照
「食卓から始めるエコライフ」の取り組み
http://www.ajinomoto.com/jp/activity/
environment/eco/

2016年度授賞式の風景

　味の素（株）では、2010年度より（一財）グリーンクロスジャパンが実施する「みどりの小

道」環境日記※1に応募された作品の中から、「食」に関する楽しく、優れた活動を味の素「食

エコKIDs」賞として表彰しています。

　7回目となる2016年度は10名の子どもたちの活動に贈られました。こうした活動を通じて、

未来を担う子どもたちに家庭で食エコ活動に取り組んでもらえるよう、応援を続けていきます。

　2013年度より、一部の小中学校やイベントで環境版出前授業を始めました。「ほんだし®」、

「味の素®」を題材に“だし・うま味”とは何かを体験した後に、製品や企業の環境への取り

組みを紹介。子どもたちに取り組んでほしい「食エコ活動」を、独自教材「Eco Life Book 

with 食エコKIDs」を使って楽しく学んでいただいています。

　エコプロダクツ展などのイベントでの配布のほか、2013年度より「みどりの小道」環境日

記実施校のうち希望する小学校に配布しており、2016年度は約8,000冊を配布しました。

　また、冊子の内容や「食エコ」のヒント、過去の受賞作品などをWebサイトで紹介していま

す。2017年3月に、簡単に作れる「エコうまレシピ®」 for 食エコKIDsコーナーを新設しました。

※1　一般財団法人グリーンクロスジャパンが実施する「みどりの小道」環境日記事業では、環境問題に取り組むための参考になるガイドブッ
クと、12週間分の環境日記を記入する日記帳を、約10万人の小学生に配布している

https://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/eco/award.html
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/eco/
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食卓から始めるサステナブルなライフスタイル提案

サステナブルな未来を考える　川崎市と花王（株）との取り組み

　味の素（株）、花王（株）、（株）イースクエア（CSR・環境コンサルティング）の3社は、生活

者の意識や実態の調査・研究、生活者と一緒に考える場の提供や情報発信を目的に「食と

くらしのサステナブル・ライフスタイル研究会」を2011年に立ち上げました。これまで、毎日の

食や暮らしの中で、常に環境に配慮した「選択」と「行動」をとってもらうための様々な活動

に取り組んできました。

　2015年度は、花王と味の素の工場があり、エコとビジネスが調和する、環境先進都市で

ある川崎市と連携して、次世代を担う子どもたちを対象とした「体験型環境教育プログラム」

を開発。子どもたちが家族や地域とともに、身近な環境課題と毎日の自分の暮らしとのつな

がりを考えることで、「自分のライフスタイル」を見直すこと。そして、未来も心豊かな暮らしを

実現するためにはどうすべきかに気づき、実践することを狙いとしています。2016年7月～8

月のうち4日間、「食とくらしがつくる地球の未来 みんなでいっしょに考えよう～夏休みチャレ

ンジ～」でこのプログラムを実施しました。

　4日間のイベントでは、工場見学や料理教室、洗剤の実験などの体験をしたほか、自分た

ちの住む川崎市の公害の歴史や環境への取り組みを知ることから、地球規模での資源循

環について、考え、グループでのワークショップを行いました。そして、イベントで学んだことを

家族で対話し、家で実践してもらうきっかけとして、毎日「環境日記」に書いてもらいました。

　1カ月にわたり参加した子どもたちや保護者の方々からは、「日々の生活の中にエコな気づ

きがあった」、「エコってこんなに楽しいんだ」、「子どもとの会話が増え、一緒に取り組むように

なった」という意見が多数あがりました。2017年度は一部プログラムを見直し、継続します。

手作業で分別ごみの仕分けをする様子にびっくり！
（川崎市浮島処理センター）

「ほんだし®」工場でかつお節削りやモノづくりの現場を見学
（味の素（株）川崎工場）

排水処理の仕組みを学んだ後、施設を見学
（味の素（株）川崎工場）

工場での容器の工夫や詰め方、段ボールなどの説明
（花王（株）川崎工場）

実験で、洗濯洗剤の汚れが落ちる仕組みを学ぶ子どもたち
（花王（株）川崎工場）

「エコうま」クッキングに挑戦
（味の素（株）川崎工場）

学んだことを思い出しながら、あらためて自分の暮らしと地球環境と
のつながりを考える子どもたち（川崎市産業振興会館）

4日間、みんなで学び、体験した子どもたちに修了証を授与
（川崎市産業振興会館）

地球環境と身近な暮らしとのつながりについて学ぶ
（かわさきエコ暮らし未来館）

Web
「夏休みチャレンジ」実施報告（2016年度活動）
http://begoodcafe.com/news/challenge2016

「夏休み親子チャレンジ」実施報告（2017年度活動）
http://begoodcafe.com/news/challenge2017

〜夏休みチャレンジ〜

この活動で
 受賞！
　　第11回キッズデザイン賞

「子どもたちの創造性と
未来を拓くデザイン部門」
（主催：特定非営利活動法人 
キッズデザイン協議会）

http://begoodcafe.com/news/challenge2016
http://begoodcafe.com/news/challenge2017
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「エコプロダクツ2016」への出展を通じた皆様との対話

フォーラムを通じて、「望む未来」を語り合う

グループ従業員およそ160名が参加

　日本最大級の環境展示会「エコプロダクツ2016」は、2016年12月8日～10日の3日間、

東京ビッグサイトで開催され、約17万人の来場者を迎えました。

　味の素グループでは、5社が共同でブースを出展しました。味の素グループのエコプロダク

ツの紹介を行うとともに、ご家庭で簡単に始められる「食卓からのエコライフ」提案を行いま

した。従業員が直接来場者の皆様とお話しする貴重な機会として、様々なご意見を伺うこと

ができました。

　サステナブルな未来を築くためには、味の素グループだけではなく、社会の皆様との連携

が不可欠です。味の素グループでは、社会の方 と々様々な場面で「望む未来」について語り

合い、私たちに何ができるかを考える機会を大切にしています。

　その一つとして「味の素グループ サステナビリティフォーラム」を様々な団体と連携して開

催しています。

第1回　2012年 3月　「多様ないのちの健やかな未来のために－。」

第2回　2012年12月　「食とくらしがつくる地球の未来

　　　　　　　　　　～いっしょにつくろう 私たちのサステナブル・ライフスタイル～」

第3回　2013年 3月　「食と科学－サステナビリティに向けて－」

第4回　2014年 6月　「九州のECOな農業を活性化せよ！ バイオマスリンク in 佐賀」

第5回　2014年11月　「ニッポンの栄養が世界を変える！」

第6回　2015年 9月　「～生命・食・アミノ酸・日常生活で我々にできること～」

これまでの開催実績
参照
味の素グループ サステナビリティフォーラム
http://www.ajinomoto.com/jp/activity/forum/

食卓から始めるサステナブルなライフスタイル提案

 C o l u m n

　2016年10月、文部科学省主催による「スポーツ・文化・ワールド・

フォーラム」が開催されました。このイベントは、今後日本で開催される国

際的なスポーツ大会を見据え、スポーツ・文化・ビジネスによる国際貢献

や有形・無形のレガシーについて議論・情報発信することを目的としてい

ます。

　その中の官民ワークショップ「2050年の食を考える」に味の素（株）

が協賛。西井孝明CEOが登壇し、食の価値・楽しみを失うことなくサス

テナブルな食を実現するための解決策について議論を交わしました。

官民ワークショップを通じて、「2050年の食」を考える

西井CEOのメッセージ
健康と栄養、食資源確保、地球環境の問題はつながっています。文

化や社会習慣が技術進歩に待ったをかけるこの時代に、私たちはこ

れらの問題に正面から取り組んでいきます。

食にはローカリティがあって、それらは地域の歴史に支えられている。

その食文化を大切にすることは非常に大事なことです。私たち味の

素グループは各国の食文化を尊重した製品・サービス・技術開発を行

うことで、2050年の食の未来に貢献していきたいと考えています。

【登壇者】
オックスフォード大学シーザスカレッジ前学長／英国食品基準庁初代長官 ジョン・クレブス卿
日本放送協会 解説委員 チーフプロデューサー 道傳 愛子氏
特定非営利活動法人日本栄養改善学会 理事長 武見 ゆかり氏
味の素（株）代表取締役 取締役社長 最高経営責任者 西井 孝明

http://www.ajinomoto.com/jp/activity/forum/



