
健康なこころとからだ

未来の食を見据えて、味の素グループが取り組んでいること

アミノ酸技術を活用した人々の快適な生活の実現

一人ひとりに最適な
栄養バランスの実現

共に食べる楽しさ・
喜びの提供スマート調理※5の実現

ライフスタイル・ライフステージの変化によって
食事の準備や食卓の意味が変わる

家族構成やコミュニティのあり方によって
食べ方が変わる

栄養情報の不足による
栄養バランスの崩れ（不足栄養・過剰栄養）

65歳以上
人口※4

過剰栄養※3

不足栄養※2

世界の人口は
急激に増加
しています※1

2015年

6億人

2015年

22億人

2015年

8億人

2050年

15億人

2025年

27億人

2013年

20億人

こころの健康からだの健康
飢餓・慢性
栄養不足

微量栄養素
不足

肥満＋過体重（BMI25以上）

2030年

86億人

2050年

98億人

2017年

76億人

■ 味の素グループの課題認識

忙しいから簡便に調理をしたい

年齢によって必要な栄養素が変わる

子ども・若者・高齢者が一人で食べる

家族がバラバラに食べる

※1 国連（UN）（2017）　※2 国連食糧農業機関（FAO）（2015）（2013）　※3 New England Journal of Medicine （2017）、世界保健機関 （WHO） （2016）　※4 国連（UN）（2015）　
※5 楽しく、上手に、買い物も含む食事の準備、調理、食後の後片づけができること

SDGsのゴールの年である2030年を迎えた後も、「食」をめぐる課題はさらに大きくなっていくと考えています。
安全や安心、優れた栄養バランス、人と人とのつながりなど、食に求められるものは国や地域、時代によっても
変化し続けていきます。
味の素グループは、多様な食のニーズやライフスタイルの変化に応え、おいしくからだに良い食や、高品質な製品・サービスを
お届けすることで、こころとからだの健康に貢献します。
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消費者課題・コミュニティ

味の素グループポリシー

食と栄養・快適な生活

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

　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います。各国・地域にある食の伝統や価値観、多様な嗜好、食への

ニーズを理解・尊重し、各地で最適な製品を開発・販売しています。また、各地で異なる栄養

課題の解決を目指し、手に入れやすい食材や定番メニューを活用して、栄養バランスが良いメ

ニューの提案を行っています。さらに、空腹を満たすだけでなく、こころも健やかにする食事の実

現を目指して、食事をする「場」をよりよいものにする提案にも積極的に挑戦しています。

　このように、情報・製品・サービスを組み合わせたトータルでの提案をすることで、健康で快適

な生活に貢献します。

■ 基本原則

■ 関連するマテリアリティと事業活動の影響範囲

1. 栄養改善の取り組み　

 1.1 私たちは、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。

 1.2 私たちは、栄養素の質と量を適正にするだけでなく、おいしさ・食の多様性・共食・スマートな調理を通じて、
   “こころとからだの健康”に貢献していきます。

 1.3 私たちは、生活者の深い理解に基づく、情報、製品、サービスを組み合わせたトータルでの提案で、栄養改善に取り組みます。

 1.4 私たちは、各国の生活者ニーズに合った手頃な価格かつ適切な形状の商品を通じて、栄養価の高い食事の機会を提供します。

マテリアリティ
サプライチェーン 原料サプライヤー 味の素グループ

（開発・生産・物流）
流通・ユーザー・

生活者

●不足栄養 ○ ○

●過剰栄養 ○ ○

●高齢者栄養 ○ ○

●食の楽しみ、人とのつながり ○ ○

味の素グループのアプローチ

関連するグループポリシー・ガイドライン

栄養に関するグループポリシー

製品アクセシビリティに関するグループポリシー

● 栄養戦略ガイドライン

味の素グループのマテリアリティP9
参照
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70回/世帯/年

「健康なこころとからだ」の2020年度目標

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

※1 日本の合わせ調味料「Cook Do®」5品目、冷凍「ギョーザ」、Five Stars（タイ、ブラジル、インドネシア、ベトナム、フィリピン）の 
 風味調味料製品を対象。
※2 一人当たり摂取量に占める割合。

※3 日本の「Cook Do®」5品目、冷凍「ギョーザ」、Five Starsの風味調味料製品を対象。

19％※2（9.7kg/人/年）
対2015年度＋3％（＋2.0kg）

8.0％※2（6.2kg/人/年）
対2015年度＋2.0％（＋1.6kg）

対2015年度＋20回

年860万トン

年550万トン

食と栄養・快適な生活 ＞ マネジメントアプローチ

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

共に食べる場の増加

味の素グループ製品による共食の場への貢献回数※3  

味の素グループ製品による野菜の摂取量※1  

味の素グループ製品による肉の摂取量※1  

660

（万トン）

16% 16%
17%

19%

2015
基準年

690

2016

720

2017

摂取量

860

2020
目標

（年度）

一人当たり摂取量に占める割合

（万トン）

（年度）

380
6.0%

7.0% 7.4%
8.0%

2015
基準年

410

2016

440

2017

550

2020
目標

摂取量 一人当たり摂取量に占める割合

（年度）

（回／世帯／年）

50

2015
基準年

58

2016

60

2017

70

2020
目標
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3,800万時間/年

2,200万人

※1 冷凍食品（「ギョーザ」「やわらか若鶏から揚げ」「ザ★チャーハン」）および「クノール®カップスープ」3品目を対象。

※2 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®」などを対象。

（6時間/世帯/年）
対2015年度＋700万時間

対2015年度＋400万人

味の素グループ製品を通じて創出される時間（日本）※1  

アミノ酸製品を通じた快適な生活への貢献人数※2  

おいしくスマートな調理の実現

人々の快適な生活の実現

食と栄養に関するマネジメント

　2017年3月に栄養戦略タスクフォースを立ち上げました。「栄養に関するグループポリ

シー」の実効性を高めるため、2019年度導入に向けて自社製品が満たすべき栄養素基準

（Nutrient Profiling System）の仕組みの整備を検討しています。

■ 推進体制

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

食と栄養・快適な生活 ＞ マネジメントアプローチ

（年度）

（万時間）

3,100

2015
基準年

3,500

2016

3,700

2017

3,800

2020
目標

（年度）

（万人）

1,800

2015
基準年

1,870

2016

1,980

2017

2,200

2020
目標
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事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

おいしく食べて健康づくり

おいしく食べて健康づくり

うま味・グルタミン酸ナトリウム（MSG）の持つ価値を世界に広める

　味の素グループの創業は、うま味の発見なくしてはありえないものでした。1908年、池田菊

苗博士が甘味、塩味、酸味、苦味のほかにもうひとつの味があることを確信し、研究の末にこ

の味の正体がアミノ酸の一種、グルタミン酸であることを発見しました。池田博士はこの味を「う

ま味」と名付けました。1909年、味の素グループの創業者である二代 鈴木三郎助は、池田博

士の「粗食をよりおいしくすることで日本人の栄養状態を改善したい」という想いに賛同し、グル

タミン酸のナトリウム塩をうま味調味料「味の素®」として製品化しました。

　近年、うま味に対する関心が世界各地で高まっており、大都市を中心としてうま味の名前を

冠したメニューを出す飲食店が現れています。その一方で、うま味のもとであるMSGに対する

様々な風評はいまだに繰り返されています。

　長年にわたる研究の結果、MSGは安全なものであるということ、また、うま味はグルタミン酸と

して、東西の食文化の中で常に身近な存在であり、健康に良い影響を与え得るものであるこ

とが明らかになっています。味の素グループは科学的根拠に基づく丁寧な説明を繰り返し行う

ことで、MSGに対する正しい理解を世界中に広めていきたいと考えています。

　グルタミン酸は食べ物に豊富に含まれ、母乳中にも多く存在しているため、世界中のすべて

の人が生まれたときからグルタミン酸のうま味に親しんでいると言えます。

　うま味の機能の一つとして、唾液の分泌を促すことがわかっています。高齢期になると唾液の

分泌能が低下し、味を感じにくくなったり嚥下障害などを引き起こしたりする原因となりますが、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、うま味を活用して減塩効果を得ることもできます。食塩の摂りすぎは高血圧の原因とな

り、そこから様々な生活習慣病へとつながる可能性がありますが、食事にうま味を効かせると塩

分を減らしてもおいしさは減少しないという研究がなされています。

　味の素グループは、こうしたうま味の持つ可能性を今後もさらに追究し、その成果を広く社会

に還元していきます。

● うま味調味料によりナトリウム摂取量を約30%削減● WHO加盟国は、 

塩の摂取量を2025年までに 

30%削減することに合意

■ 「おいしい食事で栄養状態を改善する」という創業時からの想い

■ うま味・MSGが健康に与える良い影響

NEWSLETTER
https://www.ajinomoto.com/en/aboutus/
newsletter/

参照

酸味塩味

うま味苦味

甘味

5基本味

■ うま味調味料でナトリウム摂取を約30％削減

※1 中国語、英語、英語（英国）、フランス語、インドネシア語、マ

レー語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ベトナム語（アル

ファベット表記順）

味の素（株）は、うま味やMSGに関する情報を10カ国語※1

の「NEWSLETTER」で発信しています。

■ NEWSLETTER

おいしさの増強

塩＋うま味調味料

塩のみ

高

低
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

お
い
し
さ

すまし汁の食塩濃度（％）
出典： S. Yamaguchi et al, （1984）を改変

塩分含有率0.4％＋うま味調味料
0.38％で、塩含有量 0.75％と同じ
嗜好性レベルを達成した

食塩

30%30%

■  WHO Members Have Agreed to Reduce Intake of Salt by 30%
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 C o l u m n

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

おいしく食べて健康づくり

　味の素グループは、うま味やMSGの持つ価値をステークホルダーごとに最適な方

法で伝える責任があると考えています。

　科学的根拠に基づくうま味・MSGの有用性を、栄養士、料理人などの食・栄養に

関する専門家に伝え、さらに一般生活者に正しい知識を広く普及・浸透させることを目

的に、2017年度より「Umamiプロジェクト」を推進しています。このプロジェクトの一環

として、食・栄養の専門家を対象に2018年9月に米国で「World Umami Forum」を

開催し、様々なディスカッションや体験を通じて、うま味・MSGとその役割の理解を促進

します。

　味の素グループは、世界中の人々が安心して食と向き合えるよう、わかりやすいコ

ミュニケーションを実践していきます。

科学的根拠に基づく細やかなコミュニケーションの実践

World Umami Forum
開催時期： 2018年9月20～21日
開催場所： 米国ニューヨーク市
URL： www.WorldUmamiForum.com

社長メッセージ～World Umami Forumに向けて～

代表取締役 取締役社長 最高経営責任者　西井 孝明

 C o l u m n

　2017年12月、味の素グループは世界的な総合科学雑誌「Nature」を発行する

Springer Nature社（以下、ネイチャー社）と共同で、サイエンス・カフェ※1「ネイチャー・

カフェ」を英国で開催しました。「Taste Science, Culture and Communication」

（味覚の科学、文化とコミュニケーション）をテーマとし、サイエンスライター、科学者

など約50人が集まりました。

　当日は世界を代表する5名の科学者と味の素（株）取締役常務執行役員の木

村毅の講演、シェフによる料理デモンストレーション、パネルディスカッションが行われ

ました。このイベントを通じて、うま味・MSGの正しい理解を促進する科学的情報を

積極的に発信し、参加者より大きな賛同を得ました。

　また、この取り組みは一部のメディアより、「風評に対して臆するところなく、科学

的根拠に基づき、経営陣が顔を見せて堂 と々発信していく、SNS時代に必要な『顔

の見える広報』」として評価されました。

登壇者

サイエンスコミュニケーションでうま味・MSGの価値を共有する
～「Nature Café ＠London」の開催～

※1 科学の専門家と一般生活者が、カフェなどの比較的小規模な場所でコーヒーを飲みながら
科学について気軽に語り合うイベント

「ネイチャー・カフェ」については、ネイチャー社のWebサイト
「nature.com」に掲載されました。
https://www.nature.com/collections/sjxphxybyq/

Web

　うま味発見110周年を記念して、世界初のMSGメーカーである味の素（株）は、引き続き世界各地の料

理においしさをお届けできることをうれしく思います。うま味の最も純粋な形であるMSGは、皆様の食卓に革

新的な方法で味をもたらす新しい調味料として、米国市場には1917年に導入されました。過去数十年間

にわたる研究の継続により、うま味は古典的な4つの基本味（甘味、塩味、酸味、苦味）と同様に基本味の

一つとして認識されています。今回、多様な専門家にお集まりいただくことで、うま味と、そのアメリカ料理に

おける役割についての理解を深めていただきたいと考えています。

LOGO & USAGE
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事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

おいしく食べて健康づくり

おいしく、手軽で、栄養バランスの良い食事のあり方を提案する

　昨今、世界では健康志向の高まりが見られる一方で、生活習慣やライフスタイルの変化か

ら、たんぱく質・野菜の摂取不足や糖・脂肪・塩分の過剰摂取による栄養面の課題も顕在化

しています。これらは生活習慣病発症リスクの増加にも影響を及ぼします。こうした課題の解

決には、日常的な食生活における栄養バランスの改善が重要です。

　味の素グループは創業以来、アミノ酸に関する研究を軸に、先端バイオ・ファイン技術を磨

いてきました。そこから生まれた独自のおいしさ設計技術と、栄養設計に関する知見を活かし、

手軽でおいしく栄養バランスに優れた食事を実践するための提案を続けています。

　入手しやすい食材や伝統的な調理法を踏まえたバランスの良い食事の基本知識やレシ

ピなどを世界各国・地域で積極的に発信しているほか、生活者の多様な課題やニーズを捉え、

調理の工夫とうま味の活用によりおいしさを減少せずに減塩できるアイデアや、たんぱく質や

野菜をしっかり摂ることのできる調味料、減塩・減糖・減脂の調味料や加工食品、食事で不足

した栄養を補うサプリメントなどを提供しています。

　今後も、味の素グループにしか提供できない各国・地域に最適なおいしさをもって、必要な栄

養素を的確に摂取できる、バランスの良い食事を世界中で提案していきます。

「減らす」
おいしく、摂りすぎ対策

減塩・減糖・減脂

「増やす」
おいしく、しっかり摂る対策

たんぱく質・微量栄養素

製
品

レ
シ
ピ
提
案

減塩

減糖 減脂

ポイント3

消化と吸収を助ける、
うま味の効いた
「汁物」

からだを整える
「野菜」

ポイント2

からだをつくる
「たんぱく質」

ポイント1

東北エリアでは、「減塩・適
塩」を継続的に提案してい
ます。

1日3食で国が推奨する摂取量（たんぱく
質60-70g、野菜350g）を満たす献立を提
案しています。

統合報告書2018 P22-23、P30-35

参照
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■ おいしく、摂りすぎ対策

男性 女性

2012年 12.9g／全国1位 11.1g／全国1位

2016年 10.7g／全国21位 9.3g／全国18位

全国平均 10.8g 9.2g

　タイでは、95％の子どもの野菜摂取量がWHOの推奨量（120g/日）に満たず、栄養不良が

課題となっています。タイ味の素社で2歳から5歳までの子どもを持つ母親にアンケートを実施

した結果、子どもに野菜を食べさせるのが難しいのは、野菜がおいしくない、苦い、香りが良くな

いためということが判明しました。そこで、同社は、栄養豊富な野菜と同社の風味調味料「Ros 

Dee®」を使い、子どもたちに人気の高いKao Pad（タイ風チャーハン）、Kai Jiao（タイ風卵焼

き）で、野菜をおいしく手軽に摂取することを提案しています。オンラインメディア、店頭などでこ

のメニューを広く周知し、栄養課題解決の一助となることを目指しています。

■ おいしく、しっかり摂る対策 ASV STORIES 2018 P10

参照

　味の素（株）は長年にわたり、世界で活躍するトップアスリートに対して、「食」と「アミノ酸」に

よるコンディショニングサポートを行ってきました。そこで得た知見を凝縮し、健康・栄養情報や

無理なくおいしく作ることのできるテーマ別の献立を「勝ち飯®」として量販店の店頭やWeb上

で発信し、生活者のからだづくりを応援しています。

　詳細は「ASV STORIES 2018」をご参照ください。

献立当たりのたんぱく質・野菜摂取量（例）

朝食 昼食 夕食

国が推奨する摂取量 -たんぱく質 60-70g　野菜 350g

1日3食で実現する摂取量 -たんぱく質 69.8g　野菜 603g

ASV STORIES 2018 P9

参照

Kao Pad

Kai Jiao

「TAI PEI®」シリーズ

　味の素（株）は、2014年より東北地方で「減塩・適塩」活動を開始し、地域食材を活用した

減塩メニューの提案や、栄養士会・食生活改善推進委員に対する減塩セミナーの実施などを

通じて、地域全体の意識向上に取り組んでいます。

　詳細は「ASV STORIES 2018」をご参照ください。

● 東北エリアにおける継続的な「減塩・適塩」の取り組み

● 調味料で野菜をおいしく手軽に摂取（「Ros Dee®」）

● 栄養バランスの良い献立を生活者に提案する「勝ち飯®」

　栄養バランスを欠いた食生活によって、世界中で様々な健康課題が発生していますが、

北米においては塩分の過剰摂取が大きな健康課題の一つとなっています。

　北米において冷凍食品事業を展開している味の素フーズ・ノースアメリカ社は、ヘルシー

志向の高まりに応えるとともに、塩分の過剰摂取の課題解決に向けて減塩プロジェクトを推

進しています。味の素グループ独自のおいしさ設計技術と減塩技術・素材を組み合わせ、

おいしさの向上と従来品比約 30% の減塩を主力ブランド「TAI PEI®」で実現しました。手

軽に本格的なアジアン・エスニック料理を楽しめるヘルシーな製品で、生活者のおいしさへ

の期待と健康志向に応えています。

　味の素グループは、今後もグループでのシナジーを発揮しながらおいしく栄養面でも優れた

食品を提供することで、食習慣の改善に貢献していきます。

● おいしさと減塩を同時に実現（「TAI PEI®」）

「Ros Dee®」

■ 岩手県の食塩摂取量推移
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共に作り、共に食べる喜びの実現

　近年、核家族化やライフスタイルの多様化により、家族がそろって食卓を囲む機会が減り、

食生活も多様化しています。一人で食事をする「孤食」や、同じ食卓に集まっていても、家族が

それぞれ別々のものを食べる「個食」も増えてきています。また、多忙化により、料理を作る時

間を思うように取れない場合もあります。食事は栄養を摂るだけでなく、コミュニケーションの場

にもなります。味の素グループは、食事を通じて、家族や人々がつながる「共食」の喜びを拡げ

ることや、楽しく、上手に食事の準備ができる「スマート調理」により生活時間を創出することで、

多様なライフスタイルを支え、世界中に「こころとからだの健康」を届けていきます。

 C o l u m n

家族で食事を楽しむ

調理実習の様子

「AJINOMOTO COOKING STUDIO」

食を通じて、家族の絆づくりをサポート
～ベトナム味の素社～

　ベトナム味の素社は休日の食事を家族みんなで楽しみたいとい

うニーズに応え、2016年7月、パンケーキミックスを発売しました。水

と混ぜ、フライパンで3分焼くだけで本格的なパンケーキを作ること

ができるのが、この製品の特徴です。小麦粉の中に牛乳、卵など

の必要な材料があらかじめミックスされており、子どもでも失敗なく作

ることができます。現地でも人気の高いアニメキャラクターを使った

TVCM、Webサイトでのアレンジメニューの紹介や親子で調理する

動画の配信、SNSでの情報発信などにより、家族で楽しみながら料

理を作る提案を行っています。今後は、子ども向け媒体への露出、

ファンページやYouTubeなどのデジタル活用、料理教室の実施な

どにより、「共に作り、共に食べる楽しさ」を伝えていきます。

　また、同社では2017年5月、若い世代にベトナムの家庭料理

を伝え、家族の絆を深めたり、健康に貢献したりすることを目的に

「AJINOMOTO COOKING STUDIO」を設立しました。料理の

好きな若い世代を対象に、目的・レベルに合わせたクラスを設け、

食や栄養に関する講義と調理実習から成る授業を行っています。

2017年度は延べ8,124人が参加しました。参加者からは、「素晴ら

しい経験となり、料理が好きになりました」などのコメントをいただきま 

した。

　今後も味の素グループは、様々な分野の専門家と協力しながら

食や栄養の大切さ、料理の楽しさ、家族と食べることの大切さを伝

え、食を通じた家族の絆づくりに貢献していきます。

家族で調理を楽しむ
「パンケーキMix」
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 C o l u m n
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毎日の「おいしい」が見つかるサイトに

　味の素（株）は、2018年3月にレシピサイト　　  　　　　　 

をリニューアルしました。味の素（株）として初めて開発した自動献立

提案システムを導入し、、AIの活用によりお客様一人ひとりのニー

ズに合った献立をお届けしています。

　普段食事作りをする人は、「栄養バランスの良い献立」を最も重

視している一方、７６％の人がおかず（主菜・副菜）や汁物の組み

合わせといった「献立を考える」ことに負担を感じています（当社調

べ）。そこで当社は、サイト上でお客様が選択したレシピに対し、主

菜、副菜、汁物から適切な２品を加え計３品の「献立」として瞬時に

提案するシステムを開発し、ビジネスモデル特許を出願しました。シ

ステム開発に成功した背景には、栄養士など有資格者の監修のも

と、当社が1万以上のレシピをデータベースとして蓄積してきたこと

があります。 

　このシステムは、AIを活用することで、栄養計算、季節、和洋中の

ジャンル、調理効率（食材・調理器具の数）など、食事作りをする人

が考慮するポイントに加え、彩りや味のバランスなど数値や言語で

は表せない感覚的な要素も含めた献立提案を可能にしています。

さらに、栄養士などの資格を持つ者が、AIの提案する献立がOKか

NGかをラベル付けし、学習させることでより精度の高いものとして

います。

　当社は、幅広い献立提案を通じて、お客様のスマート調理、豊か

な食生活に貢献していきます。

　レシピに関する調査を行ったところ、献立に関して悩みを持ってい

る生活者は多く、私たちも日々の献立に悩んでいました。新サイトで

は、そうしたお客様の悩みを解決できるよう、「献立提案」をリニュー

アルのポイントに置きました。自動献立提案システムの開発では、人

が献立を立てる際に考えていることを条件として入力する必要があ

るのですが、その時、普段何気なく献立を考えているつもりでも、実

に多くのことを考えて献立を立てていることがわかりました。また、提

案される献立に違和感がないかどうかを確認するために5万件もの

献立を評価しました。まだまだお客様に満足いただけるような提案の

レベルには至っていませんが、お客様一人ひとりに合う献立提案が

できるよう、さらに発展させていきたいと考えています。

AIを活用した自動献立提案システムの新開発
～レシピサイト　　　　　　　　　　　 ～

ビジネスモデル
特許出願中

彩りや味のバランス
など感覚的な要素も

考慮して提案

献立提案 OK／NGを判定・
フィードバック

担当者

　　　　　　　　　　リニューアルのメンバー

特許出願範囲

AIによる機械学習で
自ら精度を高める

■ 自動献立提案システムの概要

献立提案のルール モデル献立1万以上のレシピ

・ 栄養基準
・ 料理ジャンルの統一
・ 季節の統一
・ 調理器具の
  重複制限

・・・

・ 献立A
・ 献立B
・ 献立C

・・・

データベース

・ レシピ名
・ 食材
・ 栄養成分
・ 季節

・・・

献立提案に必要な情報

献立提案装置

https://park.ajinomoto.co.jp/top/

参照

VOICE
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栄養不良の解消を目指して

■ 乳幼児期の栄養課題への取り組み

　1992年の国際栄養会議（International Conference on Nutrition）で発表された、「栄

養不良の二重負荷（Double Burden of Malnutrition）」は、 世界各国が直面する栄養課

題です。これは、「過剰栄養」と「不足栄養」の問題が混在する状態を指します。

　体が必要とする栄養はライフステージに応じても変化するため、「栄養不良の二重負荷」は

一人ひとりにおいても起こり得ます。

　このように複雑化した栄養課題は企業単体で解決することが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し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。

　不足栄養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。この期間の栄養不良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、（公財）味の素ファンデーションのガーナ栄養改善プロジェクトへの支援

を通じて、ガーナ共和国における離乳期の子どもの栄養不良の課題解決に貢献しています。

　本プロジェクトは、2009年にガーナ大学と味の素（株）の共同で開始し、2017年4月に、（公

財）味の素ファンデーションへ承継したもので、政府機関や大学、国際NGO、企業などの様々

なパートナーと共に、ガーナの離乳期の子どもの栄養不良問題を持続的に解決する仕組み

の確立を目指しています。具体的には、現地の離乳食に不足している栄養を補助するアミノ

酸入りの食品「KOKO Plus」の開発・生産・販売・普及を行っています。本活動では、母親が

子どもの栄養状態を知り、栄養の正しい知識を持ち、子どもの健全な成長のための行動を、誇

りを持って行ってもらうことが最も重要です。そのため政府機関であるガーナヘルスサービスと

密接に連携し、母親が育児の際に最も信頼を寄せる保健所などで、ポスターなどを用いて看

護師が栄養教育、啓発活動を行っています。

■ 世界が直面する栄養課題

■ 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カ月以降の離乳期の栄養不良が原因で、2歳児の約30%が低身長。

保健所で使用しているポスター

 

「KOKO Plus」

「KOKO Plus」
http://www.theajinomotofoundation.org/kokoplus/

Web
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　味の素グループは、ベトナムにおいて幼年期・幼少期の栄養課題の解決に積極的に取り

組んでいます。ベトナムでは、農村部を中心に低身長・低体重の課題を抱える子どもが少なくあ

りません。一方、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。同国

には栄養士制度が確立されておらず、国民の栄養に対する正しい知識や認識が十分ではな

いこと、専門家による栄養バランスの取れた学校給食の提供がなされていないことなど、子ど

もの食事や栄養に多くの課題が存在しています。

　ベトナム味の素社は、これらの課題を解決するために、日本の学校給食システムを応用し、

2012年に学校給食プロジェクトを開始しました。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、ベトナム全土に栄養バランスの良い学校給食が普及することを

目指して活動を続けています。具体的には、メニューブック、食育教材の開発・提供や、献立用

のソフトウェアの開発を行っているほか、給食運営と衛生管理を総合的に向上させるため、モ

デルキッチンの設置に協力しています。2017年度末までに2,910校にソフトウェアが導入され、

2018年5月に第2号のモデルキッチンが設置されました。現在、同社では、全国62箇所の営業

拠点の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。2022年度末までに、1,428千人の小学生に、栄養バラン

スの良い給食を提供することを目指しています。

　日本においては、20～30歳代女性の「やせ」が社会課題の一つとなっています。無理なダイ

エットでエネルギーおよび栄養素の摂取量が不足することで体調不良、肌荒れ、貧血、生理不

順などの影響が出たり、将来生まれてくる子どもの肥満発症リスクが高くなったりします。

　味の素（株）は、若年女性の栄養課題に対し、バランスよく食べることの重要性を伝える施策

を実施しています。2017年度は（一社）日本助産学会と連携し、専門家向けのセミナーや従業

員向けの講演会を実施しました。今後もこのような活動を継続し、若年女性の栄養改善に貢献

していきます。

■ 幼年期・少年期の栄養不良の改善

■ 若年女性のやせ・低栄養への取り組み
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■ 若年女性のBMIと無月経の相関性※1 ■ 出生児体重と成長後の肥満発症率の関連（64-73歳）

出典 ： Eriksson et al., Int J Obes Relat Metab Disord,; 25 735. 2001

※2 3,000gで生まれた子どもを1とした場合の危険度
出典 ： 能瀬ら、日本女性心身医学会、2014データ一部改変
※1 国立スポーツ科学センター若年女性アスリート1,534名、40種目を対象に調査

給食を食べる子どもたち

モデルキッチン

第32回日本助産学会学術集会
ランチョンセミナー

味の素グループ サステナビリティデータブック 2018 消費者課題・コミュニティ 26



事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

おいしく食べて健康づくり

　高齢者は年齢によるからだの機能の衰えや食欲の低下から、食事が十分に摂れなくなるこ

とがあります。食事量が減ると体重の減少から筋力や体力の低下をもたらし、これにより活動

量の減少、さらなる食欲の低下と、気付かないうちに「低栄養」の悪循環（負の連鎖）に陥るこ

とが少なくありません。しかし、正しい知識を持って意識的に対策をとることで、予防につなげる

ことができます。

■ 低栄養の悪循環 ■ 低栄養予防の3つの柱

 C o l u m n

　味の素（株）は、若年女性の「やせ」（低栄養）改善を目指し、

2017年11月、東京丸の内に勤務している若い女性をメインターゲッ

トに「#シェア弁」の体験編と実践編（料理教室）を実施しました。

健康の維持・増進には多種類の食品からバランス良く栄養を摂取

することが重要ですが、何種類もの料理を作るのが難しいこともあ

ります。「#シェア弁」は、友人同士で、それぞれがひとつのおかずを2

人分ずつ作って持ち寄り、みんなでシェアします。数人で持ち寄るこ

とで摂取できる食材数を簡単に増やすことができます。参加者から

は、「自分もやってみたい！」「自分の栄養バランスを見直す良い機会

となった」といった声もあり、生活者の健康的な食に役立つコミュニ

ケーションの場となりました。

「#シェア弁」実践編 「#シェア弁」体験編当日のメニュー

新しいランチスタイル「#シェア弁」で栄養バランスの良い食事を！

低栄養の
悪循環

食欲の低下
たんぱく質・エネルギーの

摂取不足

体重の減少
体力の低下

活動量の減少
エネルギー消費量の低下

　味の素（株）では、強みのひとつであるたんぱく質・アミノ酸栄養の知見を活かし、課題を抱え

る人に対して、栄養に関する知識の普及・啓発を行っています。医療従事者、管理栄養士、薬

剤師に対し、指導ツールとしてすぐに使える情報の提供や啓発活動を実施しています。高齢

者が無理なく、楽しく栄養管理を行い、健康な生活を維持できるよう、今後もそれら専門家との

連携を図ります。

しっかり食べる！栄養
● 多様な食品をまんべんなく食べる
● 十分なたんぱく質・エネルギーを摂る
● 食べるために噛む力、飲み込む力を 
　維持する

しっかり動く！運動
● 適度に歩く
● ちょっと頑張って筋トレする

外出や交流を楽しむ！
社会参加

● 趣味活動、ボランティア、
　町内会などに参加する

3つの柱は
互いに影響

■ 高齢期の栄養課題への取り組み

AJINOMOTO NEWS
https://news.ajinomoto.co.jp/company/20180810shareben.html
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事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

おいしく食べて健康づくり

 C o l u m n

　日本では高齢者世帯が全世帯数の約4割を占めますが、その過半数は単独・夫婦のみの

世帯となっており、介護を必要とする高齢者も増加し続けています。介護を必要とする家族が

いる場合、介護食を別に作ることや、調理自体が負担になり、食事がおろそかになってしまうこ

ともあります。

　味の素（株）は、在宅栄養管理の専門家の監修のもと、栄養管理のアドバイスや身近な

材料で簡単にすぐできるレシピを紹介した冊子「気軽にらく楽レシピ」を作成し、高齢者やその

ご家族の方に栄養指導を行う医療従事者に提供しています。「とっても簡単やわらかレシピ」

「加工食品を用いた時間短縮レシピ」「いつものおかずでリメイクレシピ」「おやつで栄養 ！ 簡

単デザートレシピ」の4つのテーマでレシピを紹介しており、「とっても簡単やわらかレシピ」では、

かむ力、飲み込む力に配慮したアレンジメニューも紹介しています。

　「気軽にらく楽レシピ」は、Webサイト「栄養管理と介護のためのお役立ちレシピ」でも公開

しています。

「気軽にらく楽レシピ」

食べる人にも作る人にもやさしい、介護食レシピを提供
～「気軽にらく楽レシピ」～

「栄養管理と介護のためのお役立ちレシピ」
https://www.ajinomoto.co.jp/nutricare/recipe/

参照
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快適な生活～アミノサイエンスでくらしを支える～

日々のくらしを支えるアミノ酸の力

　筋肉や皮膚、血液、さらには神経など、ヒトの体の約20%はたんぱく質でつくられています。そ

の唯一の材料となるのは、アミノ酸です。つまりアミノ酸は、生命にとってなくてはならない栄養

素であり、「いのちのもと」といえます。 ヒトの体のたんぱく質を構成するアミノ酸は、わずか20種

類ですが、いろいろな組み合わせで多数つながることで、10万種類ものたんぱく質がつくられま

す。このたんぱく質はヒトの体の組織となるだけでなく、酵素として代謝を促したり、抗体として免

疫になったりするなど、体内で重要な働きをしています。最初の製品のうま味調味料「味の素

Ⓡ」がアミノ酸の一つ（グルタミン酸）であったことから、味の素グループはアミノ酸の持つ様々な

機能および無限の可能性に着目して研究を重ね、科学的根拠を追究する力と、おいしさを実

現する力を結集して、製品・サービスとしてお客様にお届けしています。

　社会の高齢化は、日本をはじめ、各国・地域で大きな社会課題となっており、健康寿命の延伸は

特に重要な課題です。シニア世代が健康な生活を送る上で、筋肉の衰えは深刻な問題として認

識が広がりつつあります。筋肉はアミノ酸などで構成されますが、9種類ある必須アミノ酸※1の中で

も「ロイシン」には筋肉をつくり出すシグナルの働きがあります。この働きに着目し、味の素（株）

は独自組成の「ロイシン40%配合必須アミノ酸」を開発しました。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、加

齢によって衰える筋肉の維持に役立つ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。当社はこの機能を活かした機能性表示食

品「アミノエール®」と「アミノエール®」ゼリー ロイシン40を通じて、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）は長年の研究によって発見したアミノ酸の健康価値を快適な生活を支える製

品開発に活かしています。

　例えば、アミノ酸の一つ、グリシンは体内で皮膚のコラーゲンの3分の1を構成する成分です。

グリシンには、速やかに深睡眠をもたらし、睡眠の質の向上とさわやかな目覚めをサポートする

機能があります。この機能を活かし、生活者のよりよい睡眠対策の一助になることを目指して

開発された製品が機能性表示食品「グリナ®」です。

　また、当社はかつおだしに含まれる成分のうち、必須アミノ酸の一つであるヒスチジンが疲労

感の軽減や「頭が冴えない」「注意力が低下する」といった疲労に伴う感覚の緩和などに有効

であることを世界で初めて発見しました。この機能を活用して製品化したのが機能性表示食品

「毎朝ヒスチジン®」で、疲労やストレスに悩む現代人の健康づくりに役立てられています。

■ 味の素グループとアミノ酸

■ 筋肉づくりを支えるアミノ酸の力

■ 快適な生活を支えるアミノ酸の力

快適な生活～アミノサイエンスでくらしを支える～

「アミノエール®」

「グリナ®」 「毎朝ヒスチジン®」

「アミノエール®」
ゼリー ロイシン40

ロイシンは、9種類ある必須アミノ酸の中でも
筋肉をつくり出すシグナルの働きがあります。

■ ロイシン40%配合必須アミノ酸     
  の組成

● 9種類の
　 必須アミノ酸

筋たんぱく
づくりを促す
シグナル

スレオニン

ヒスチジン

バリン フェニル
アラニン

トリプト
ファン

イソロイシン

ロイシン

メチオニン

リジン

ASV STORIES 2018 P5-6

参照

サステナビリティデータブック2017 P19-20

参照

■ アミノ酸の機能を活かした製品

※1 体内で合成できないアミノ酸
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事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

快適な生活～アミノサイエンスでくらしを支える～

　生活スタイルや食生活の変化、高齢化などの世代構成の変化により、生活者の食ニーズ

は年々多様化しています。味の素グループは、毎日の食事の中で、必要なアミノ酸を無理なく手

軽に摂取できるよう、健康素材としてのアミノ酸を様々な食品素材としてBtoBtoCで提供して

います。併せて、アミノ酸研究に基づく安全性・機能性に関する科学的なエビデンスに裏付けさ

れた情報の提供を通じて、アミノ酸の健康・栄養価値を広く一般生活者にお伝えしています。

　味の素グループでは、これを「ダウンストリーム戦略（ブランド+インサイド戦略）」と称し、取り組

みを強化しています。2017年度は米国などにも展開地域を拡大し、様々な国・地域の人々の

ニーズに合わせて、機能情報とともにアミノ酸素材を提供しています。　

　味の素グループは、今後もアミノ酸の持つ機能を活かし、様々なスペシャリティアミノ酸ミック

スおよび製品設計ソリューションを提供することで、「体の中から健康になりたい」「生活基盤を

改善したい」といった、生活者の多種多様なニーズに応えていきます。

■ ダウンストリーム戦略（ブランド+インサイド戦略）

■ 食品へのダウンストリーム戦略（ブランド+インサイド戦略）

◆ アミノ酸の価値の創出
◆ 食品加工技術の創出
◆ 販売会社、小売業社への 
　 製品設計のソリューション提供 だしパック

ジャム
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

ふりかけ
スムージー

 C o l u m n

　2017年11月、味の素（株）は、味の素ノースアメリカ社（現、味の

素ヘルス・アンド・ニュートリション・ノースアメリカ社）を通じて、

米国の医療食品会社キャンブルックセラピューティクス社（以下、

キャンブルック社）を完全子会社化しました。キャンブルック社は、アミ

ノ酸を体内で代謝できない方向けの医療食品などを生産・販売し、

欧州などの米国外でも事業を展開しています。特定の栄養素を体

内で代謝できず、通常の食事を摂ることができない方の毎日の食事

に欠かせない医療食品は、おいしさやバラエティーの少なさが課題

となっています。今後は、当社のアミノ酸の栄養や機能に関する科

アミノ酸の持つ力を健康課題を持つ様々な人に役立てる
～米国のメディカルフード※1市場に参入～

※1 米国食品医薬品局（FDA）が医薬品と栄養補助食品（ダイエタリーサプリメント）の中間に位置 

　   づける食品。米国の健康保険の償還可能領域。
※2 Quality of Life ： 生活の質

キャンブルック社

学的知見、おいしさ設計技術、食品開発技術をキャンブルック社の

事業に適用することで、これらの課題を解決し、必要とする人により

充実した食を提供していきます。また、キャンブルック社の知見を当

社グループの食品関連事業に導入し、高付加価値の健康・栄養

関連製品の拡売を図ります。グループ全体での強みを活かしてシナ

ジーを創出し、社会に新たな価値を提供しながら、様々な人の「食」と

「健康」の課題に応え、QOL※2の向上に貢献していきます。

キャンブルック社の医療食品

統合報告書2018 P39

参照
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事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

快適な生活～アミノサイエンスでくらしを支える～

医療現場で活かされるアミノ酸の力 ～再生医療用培地～

　味の素グループは、長年にわたり培ってきたアミノ酸の知見・生産技術を活かし、1987年よ

りバイオ医薬品の製造に用いる培地を販売しています。培地とは、細胞が必要とするアミノ酸、

糖、脂質、ビタミン、ミネラルに、細胞の成長・増殖を促進する機能を持つたんぱく質などをバラ

ンスよく含む栄養液です。

　人間の臓器や組織には一度失われてしまうと自力では再生できないものがあります。その生

体組織に正常な機能を有する細胞や組織を人為的に再現し、移植することで本来の機能を

取り戻そうとするのが再生医療です。従来の臓器移植では、拒絶反応やドナー不足という課

題があるほか、移植の難しい組織もありますが、再生医療はこれらを解決する根治療法として

現在世界中で盛んに研究されています。

　再生医療の実現に重要な役割を果たすと期待されているのが、2006年に発明されたiPS

細胞です。iPS細胞とは、人間の体の細胞へ、数種の因子を導入することで、様々な組織や

臓器の細胞に分化する能力（Pluripotency）を持つ細胞に変化した、人工多能性幹細胞

（Induced Pluripotent Stem Cell）のことです。iPS細胞が持つ多分化機能を利用して

様々な細胞を作り出し、細胞移植治療などへの応用が期待されています。

　iPS細胞を用いた再生医療では、iPS細胞を生育させ大量に増やした後、心筋細胞や神経

などの細胞に分化させて医療に用います。そのためには、長期に安定的な培養が可能な、安

全性の高い培地が必要です。

　味の素（株）は、2011年に再生医療用の培地開発に本格参入し、2014年に、京都大学

iPS細胞研究所と共同で、動物・ヒト由来の成分を含まない、より安全性の高い、高品質かつ

高性能のiPS細胞・ES細胞※1用の培地「StemFit®」AK03の開発に成功しました。2016年よ

り「StemFit®」AK03Nとして臨床研究用培地を日本国内で広く販売しており、グローバル市

場向けにも上市しました（「StemFit®」Basic03）。

■ アミノ酸研究の知見を活かした培地

■ 再生医療用培地の実用化

■ 再生医療における培地の役割

細胞分離・
初期化

iPS/ES細胞

「StemFit®」AK03N

間葉系幹細胞※2

細胞増殖 細胞分化

成長因子

心筋細胞へ分化

脊髄損傷
などの治療

心不全
などの治療

神経細胞へ分化

ビタミン

成長因子

糖

培地

ミネラル

脂肪 アミノ酸

※1 人間の胚の内部細胞塊を用いて作られた胚性幹細胞
（Embryonic Stem Cell）のこと。体を構成する様 な々組織
や臓器の細胞へと分化する能力を持つ。

※2 1970年に見出された幹細胞で、体内に存在し、自己増殖能
と多分化能を有する。間葉系に属する細胞（骨細胞、心筋
細胞など）への分化能を持つ。
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事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

快適な生活～アミノサイエンスでくらしを支える～

　味の素グループの培地開発における強みは、原料・素材の生産技術、組成・配合設計、分

析技術です。味の素グループは培地の必須成分である医薬グレードのアミノ酸のサプライ

ヤーであり、非動物由来の、精製された成分のみで構成された培地を供給することができます。

また、アミノ酸の栄養・代謝研究の蓄積により、最適な組成・配合の培地を効率的に開発する

ことができます。このように、強みとなる技術を活用し、高い性能と安全性を兼ね備えた培地を

提供しています。

　日本の再生医療用培地市場は、iPS細胞やES細胞に加え、先行して研究開発が進む間

葉系幹細胞などを使用した再生医療が臨床研究段階を迎える2020年以降、年平均21%で

成長し、2030年に969億円、2040年には2,000億円を超える規模に成長するものと予測され

ており、今後、ニーズが急激に高まることが見込まれます（出典： 「再生医療の周辺産業に関

する調査」、2013年、経済産業省）。

　また、世界における再生医療の材料（培地・試薬・器具など）の市場規模は2030年に1兆円

になると予測されます（出典 ： 2013年シードプランニング社資料）。

　味の素グループは、今後も再生医療用培地事業を強化し、培地の販売を通じて再生医療

の実現や新しい医薬品の開発に寄与します。そして、この事業を通じて、世界中の再生医療を

必要とする方々のQOL向上に貢献していきます。

■ 味の素グループの強み

■ 今後の展望

 C o l u m n

　2018年6月、味の素（株）は、再生医療用培地受託製造のリーディングカンパニーである

コージンバイオ（株）と日本初となる再生医療における臨床用培地の受託製造会社、味の素

コージンバイオ（株）を設立しました。当社の培地の原料・組成に関する技術とコージンバイオ

（株）の顧客企業のニーズに対応した高品質な培地の開発・製造技術、双方の強みを活か

してシナジーを創出し、臨床用培地における日本トップの受託製造会社を目指します。

再生医療用培地受託製造事業に参入
～コージンバイオ（株）と合弁会社設立～

プレスリリース
https://www.ajinomoto.com/jp/presscenter/press/
detail/2018_05_22.html

参照

■ 味の素コージンバイオ（株）のビジネススキーム

出資（51%）
<新会社>

製造委託 製造委託

製造委託

製品 製品

製品

出資（49%）

培地の製造に関する技術

■ 日本の再生医療用
  培地市場※1予測

（億円）

出典 ： 「再生医療の周辺産業に関する調査」
経済産業省（2013年）
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※1 血清・試薬を含む消耗品市場

コージン
バイオ（株）

味の素（株） 培地の原料・組成に関する技術 味の素コージン
バイオ（株）

他社
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事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

快適な生活～アミノサイエンスでくらしを支える～

アミノ酸による予防医療、「アミノインデックス技術」

　味の素（株）の研究開発はアミノ酸をコアとして、多試料を迅速に測定することができるア

ミノ酸分析の技術開発を行うとともに、医薬用・食品用などの製品の安全性を評価する生理

機能研究を行ってきました。これらの基盤研究の中で、当社は、健康な方では恒常性を保って

いる血液中のアミノ酸濃度バランスが、病気の方では変化することに着目し、血液中のアミノ

酸濃度バランスの変化を統計的に解析することにより、健康状態や病気の可能性を評価する

「アミノインデックス技術」を開発しました。これには、高感度かつ短時間でアミノ酸を分析する

技術と、血液中のアミノ酸濃度バランスの違いを統計的に解析・指標化する技術という当社

ならではの2つの技術が活用されています。

　がん患者の数は増加の一途をたどっており、がん対策は大きな課題となっています。がん検

診による早期発見が治療のカギとなりますが、日本においては、がん検診受診率は依然として

低く、がん検診に対する意識を向上させることが重要です。

　この課題に対し、味の素（株）は「アミノインデックス技術」を応用し、1回の採血（5ml程度）

で男性では、胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、前立腺がんの5種、女性では、胃がん、肺が

ん、大腸がん、膵臓がん、乳がん、子宮がん・卵巣がんの6種について、現在がんである可能性

を一度に評価するAICS®を開発、事業化しました。早期のがんを見つけるには、効率よくリスク

の高い人を抽出する検査が必要です。AICS®は、従来のがん検査とは違うアプローチの検査

であり、AICS®と従来のがん検査を併用することにより、がんを見つけ出せる可能性が高くなる

と考えられます。

■ 「アミノインデックス技術」の開発

■ アミノインデックス®がんリスクスクリーニング（AICS®）

■ 健康状態が変わると血液中のアミノ酸濃度バランスが変化

出典 ： Miyagi Y, et al ： PLoSOne 6（9） ： e24143（2011）を改変

健康人 胃がん

19種類のアミノ酸について、血液中の濃度バラン
スを測定。
胃がん患者（上図青いライン）の血液中のアミノ酸
濃度バランスを健康人（上図黒いライン）と比較す
ると、明らかに違いが見られる。

健康状態が変化
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事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

快適な生活～アミノサイエンスでくらしを支える～

　日本は過剰栄養と不足栄養が同時に存在する栄養不良の二重負荷という問題に直面し

ています。過剰栄養は運動不足を伴うことにより、肥満や糖尿病をはじめとする生活習慣病の

リスクを増大させます。その一方、欧米型の食習慣に変化したことにより、日本人のたんぱく質

と脂質の摂取量は増加しましたが、近年は高齢者の食べる機能の低下により栄養が不足し

たり、間違った知識に基づくダイエットなどにより、たんぱく質の摂取量が減少しています。生活

習慣病の予防には、早期にリスクに気付き、発症する前に生活習慣を改善し、病気を予防す

ることが重要です。

　この課題に対し、味の素（株）は「アミノインデックス技術」を応用し、4年以内の糖尿病発

症リスクと血液中の必須・準必須アミノ酸の濃度の低さを評価するA
エーアイエルエス

I L S®を開発しました。

2017年11月より、日本全国でAICS®にA
エーアイエルエス

ILS®を追加したAIRS®（アミノインデックス®リスクス

クリーニング）を提供しており、AIRS®は一度の採血で現在がんである可能性と将来の糖尿病

発症リスクを同時に評価することができます。

■ アミノインデックス®生活習慣病リスクスクリーニング（A
エーアイエルエス

ILS®）

※1 「ME-BYO（未病）」とは、健康と病気の間を連続的に変化し
ている状態を指す概念で、「ME-BYO BRAND」は未病を見
える化し、改善につなげることのできる製品・サービスのうち、
特に優れたものを神奈川県が認定するもの。

　現在と将来の様々な疾患リスクを一度に評価する「アミノインデックス技術」は、未病の段

階から体の状態を知ることができ、「未病の見える化」への貢献も期待されています。2018年5

月には、神奈川県の「ME-BYO BRAND（未病ブランド）」※1に継続認定されました。また、5ml

程度の採血により、一度に複数のリスクを評価するAIRS®は、がん検診に対する意識の向上

のみならず、糖尿病予防のための生活習慣改善といった受診者の行動変容につながること

が期待されます。

　味の素（株）は、今後も「アミノインデックス技術」を応用し、皆さんが注目するがんや生活習

慣病を含めた様々な病気の予防や早期発見につながる検査の研究開発を進め、評価項目

拡大を目指し、人々の快適な生活や健やかな未来の実現、健康寿命の延伸に貢献していきま

す。

■ 健康な生活への貢献

アミノインデックス®商品情報
https://www.ajinomoto.co.jp/products/aminoindex.
html

参照

アミノインデックス®

がん
リスクスクリーニング（AICS®）

現在がんである可能性を
評価

4年以内の糖尿病発症リスクを
評価

現在のアミノ酸不足を
評価

AICS（胃）、AICS（肺）、AICS（大腸）、
AICS（膵臓）、AICS（前立腺）、AICS（乳腺）、

AICS（子宮・卵巣）
AILS（糖尿病リスク） AILS（アミノ酸レベル）

アミノインデックス®

生活習慣病
リスクスクリーニング（A

エーアイエルエス

ILS®）

■ アミノインデックス®リスクスクリーニング（AIRS®）の特長

血液中のアミノ酸濃度バランスから様々な疾患リスクを一度に検査

アミノインデックス®リスクスクリーニング（AIRS®）
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品質に関するグループポリシー

食の安全・安心に関するグループポリシー

製品表示に関するグループポリシー

マーケティングコミュニケーションに関するグループポリシー

味の素グループポリシー

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

　味の素グループは創業以来、「お客様第一」の姿勢で「製品・サービスの安全・安心」に対

する努力を続けてきました。製品・サービスの安全と品質を確保するための体制を整備・強化す

るほか、お客様から寄せられる声に真摯に耳を傾けるとともに、お客様に適切な情報を積極的

に発信し続けています。

　その中でも、「食の安全・安心」は、マテリアリティ・マッピングにおいて、当社グループの最重点

テーマに位置づけており、これからもお客様の信頼に応え、この努力を継続し、世界のお客様のよ

りよい生活に貢献します。

■ 基本原則

■ 関連するマテリアリティと事業活動の影響範囲

2. 安全で高品質な商品・サービスの提供

 2.1 私たちは、常に“お客様第一”を心がけ、優れた技術と豊かな創造性をもって、安全で高品質な商品・サービスを開発・提供します。

 2.2 私たちは、お客様の期待と信頼にこたえ、お客様に満足していただけるよう、商品・サービスに関する適切な情報を提供します。

 2.3 私たちは、お客様との双方向の活動として責任あるマーケティングコミュニケーションを行います。
  特に子どもに対してはより一層の配慮をもって、責任ある活動を行います。

関連するグループポリシー

公正な事業慣行 > マネジメントアプローチ P87
サプライヤーに関する内容はこちら

マテリアリティ
サプライチェーン 原料サプライヤー 味の素グループ

（開発・生産・物流）
流通・ユーザー・

生活者

●食の安全・安心 ○ ○ ○

●持続可能な農畜水産物調達 ○ ○

●サプライヤーのCSR推進 ○ ○

　責任あるマーケティング ○ ○

味の素グループのアプローチ

消費者課題・コミュニティ

製品・サービスの安全・安心

味の素グループのマテリアリティP9
参照
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品質マネジメント

製品・サービスの安全・安心 ＞ マネジメントアプローチ

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

　味の素グループは、独自の品質保証システム「ASQUA（アスカ：Ajinomoto System of 

Quality Assurance）」を国内外で運用しています。「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、「品質に関するグループポリシー」

「食の安全・安心に関するグループポリシー」と、それに紐づく「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から構成される文書体系に基づき運

用されています。「品質基準」は、開発からお客様とのコミュニケーションに至るまでの28の基

準からなり、社内外の動向に合わせて随時見直しています。

　現在、味の素グループ100社以上で「ASQUA（アスカ）」に基づく品質保証の取り組みを

徹底しています。また、お客様からのご意見やご要望などは速やかに事業活動や製品・サービ

スの改善に反映しています。

■ 味の素グループの品質保証システム「ASQUA（アスカ）」

※1 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 Good Manufacturing Practiceの略。 

製品の製造管理に関する基準を示すもの
※3 「品質に関するグループポリシー」「食の安全・安心に関

するグループポリシー」

■「ASQUA（アスカ）」の構成 ■「ASQUA（アスカ）」の文書体系

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

味の素グループ
共通順守事項

グループ
ポリシー

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基準などを含む全28基準）

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

※3

■ 品質基準一覧

6. 製造（10基準）
・ 食品GMP＊

・ 食品添加物GMP＊

・ 香粧品素材GMP＊

・ 原薬GMP＊

・ 医薬品製剤GMP＊

・ 飼料用アミノ酸GMP＊

・ HACCP

・ フードディフェンス※4

・ 商品表示基準
・ 食品包材の安全衛生

8. 品質情報（2基準）
・ 品質情報管理
・ トレーサビリティ

1. 文書管理（1基準）

2. 教育・訓練（1基準）

3. 規格設定、検査（3基準）
・ 品質規格設定
・ 包材規格設定
・ 検査頻度設定

4. 品質アセスメント（1基準）

5. 購買（2基準）
・ 原材料品質管理
・ 製造委託品品質管理

9. お客様の声対応（4基準）
・ 商品・クレーム対応
・ 品質緊急対応
・ お客様の声対応
・ お客様の声反映

10. 宗教対応（2基準）
・ Halal※5管理
・ Kosher※6管理

7. 保管・輸送（2基準）

・ 保管・輸送管理
・ 倉庫管理

＊：商品分野に応じて適用

※4 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

※5 Halal（ハラール）：アラビア語で「許される」「合法である」
という意味でイスラム法に照らして使用して良い、携わってよ
いものや行為を示す。食品の場合はイスラム教徒が食べて
よいもの

※6 Kosher（コーシャ）：ヘブライ語で「相応しい状態」「適正」
を意味する。食品の場合、ユダヤ教で定めたユダヤ教徒が
食べてよいもの
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　味の素グループは、経営会議の下に設置した「品質保証会議」を最高機関として品質保証

を推進しています。「品質保証会議」ではお客様の声をもとにグループ全体の品質保証に関

する基本的な方針・計画を立案し、経営会議の承認のもと国内外グループ会社に展開してい

ます。その遂行状況は半年ごとにレビューしています。

M&Aで新たに味の素グループとなり、2017年度よ
り「ASQUA（アスカ）」に基づく品証保証体制の
整備を開始した主な会社：
・（株）ジーンデザイン（日本・核酸医薬品）
・フランス味の素冷凍食品社
・キャンブルックセラピューティクス社（米国・医療 

 食品）

■ 「ASQUA（アスカ）」の推進体制

品質に関するグループポリシー、
品質保証規程、計画

品質保証会議事務局：品質保証部

味の素（株）経営会議

お
客
様

工場 研究所 事業部 支社

グループ会社 グループ会社

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）」の推進体制

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

製品・サービスの安全・安心 ＞ マネジメントアプローチ

109社（2018年3月末現在）

「ASQUA（アスカ）」適用対象会社は、

　味の素グループでは、「ASQUA（アスカ）」の基本骨格であるISO9001の第三者認証を

取得・維持することを推進しています。現在、未取得の対象会社の多くが、M&Aで新たに味

の素グループとなった会社および新規設立会社ですが、これらのグループ会社においても、

ISO9001認証取得に向けて、品質保証体制を整備しています。

　また、お客様からの要請を受け、国内外の複数の製造サイトの製品について、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。

　さらに、味の素グループは、宗教に基づく「食」の戒律がある世界中のイスラム教徒やユダ

ヤ教徒のお客様にも安心して製品を使っていただけるように、必要な製品に対してHalal（ハ

ラール）およびKosher（コーシャ）認証取得を進めています。宗教上の「食」への尊重と理解

に基づいた「おいしさ」をお届けする取り組みを重要な品質保証活動の一つと位置づけてい

ます。

　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・維持への取り組み

ISO9001の取得対象会社の

77%にあたる67社で取得
（2018年3月現在）

味の素グループ サステナビリティデータブック 2018 消費者課題・コミュニティ 37



　味の素グループは、「ASQUA（アスカ）」において、お客様とのコミュニケーションを図る方法

を明確にし、事業活動や製品・サービスに反映する活動の推進を方針として掲げています。味

の素グループ各社の窓口を通じて、製品・サービスに寄せられる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、ご要望などを社内で共有し、事業活動、製

品・サービス、リスクの監視に反映する活動を推進しています。

■ お客様相談センターなどのお問合せ窓口のあるグループ会社

お客様からのお問合せ窓口

※窓口のないグループ会社においても、電話、Webサイトなどでお問合せを受け付けています。

日本
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）

海外
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、
味の素フーズ・ノースアメリカ社、ペルー味の素社など

味の素（株）お客様相談センター

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

製品・サービスの安全・安心 ＞ マネジメントアプローチ

2017-2019年度「味の素グループ品質保証中期計画」

指針 重点目標

お客様との約束を守る 品質クレーム、トラブル低減と未然防止の強化

お客様の期待に応える お客様との双方向コミュニケーションによる魅力ある品質向上とお客様の信頼の確保

確かなマネジメントを目指す
「ASQUA（アスカ）」に基づく品質保証活動の徹底

品質レベル向上に向けた人財育成
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事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

サプライチェーンでの品質保証体制

開発

原料調達

　味の素グループは、お客様に安全で高品質な製品をお届けするために、「ASQUA（アス

カ）」で定めた「品質アセスメント基準」に従い、製品開発の段階ごとに品質アセスメントを厳格

に実施しています。この品質アセスメントを全てクリアした製品がお客様のお手元に届く仕組

みになっています。

　味の素グループは、「品質に関するグループポリシー」「食の安全・安心に関するグループポ

リシー」に基づき、開発からお客様とのコミュニケーションに至るまでのすべての段階で、独自

の品質保証システム「ASQUA（アスカ）」をグローバルに適用し、厳格な品質保証に取り組ん

でいます。 

　品質保証の徹底には、サプライヤーとの協力関係が不可欠です。味の素グループでは、サ

プライヤーに対し、「ASQUA（アスカ）」の品質管理基準・品質要求事項に基づいた対応を

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、味の素グループのパートナー

である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などに取

り組んでいます。また、「サプライヤー取引に関するグループポリシー」およびそれに紐づく「サプ

ライヤー取引に関するグループポリシーガイドライン」に基づき、法令の順守、環境、人権、労働

安全といった社会的側面への配慮も要請しています。さらに、サプライヤーとの相互理解の促

進を図るため、「サプライヤーアンケート」を実施しています。2017年度は、「外国人技能実習

制度の活用実態調査」を実施しました（対象497社、回答率85％）。調査結果を踏まえ、必要

に応じてサプライヤーとの面談を実施する予定です。

　味の素グループは、「ASQUA（アスカ）」で定めた「原材料の品質管理基準」に従い、サプラ

イヤーを選定しています。購入した原材料は、ロットごとに検査し、厳格に管理しています。

■ 製品開発時の「品質アセスメント」実施

■ サプライヤーとの品質保証、CSRの取り組み

サプライチェーンでの品質保証体制

生産原料調達 物流 お客様の声開発 販売

サプライヤー取引に関するグループポリシー
サプライヤー取引に関するグループポリシーガイドライン

参照
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サプライチェーンでの品質保証体制

生産

　味の素グループでは、2013年に他社で発生した冷凍食品への農薬混入事件を受け、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、生産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、生産を含め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極小化に取り組んでいます。

　本取り組みは、国内外の食品工場において、2017年度末までにおおむね対応が完了しまし

た。今後も、定期的に取り組みをレビューし、課題解決を図る中で、食の安全保証体制を強化

するとともにその定着を図ります。

　味の素グループでは、お客様に安全で高品質な製品を提供するために、「ASQUA（アス

カ）」で定めた「HACCP基準」「GMP基準」「フードディフェンス基準」などに従い、作業環境の

整備をはじめ、そこで働く人のルールやマナーの徹底、原料受け入れから製品包装に至るまで

の各工程で、検査・チェックなどを行い、徹底した品質保証に取り組んでいます。

■ 食の安全体制強化への取り組み

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

　原料・包材・間接材のサプライヤーとのコミュニケーションを深める機会として、定期的に説

明会を実施しています。2018年2月の説明会には、原料サプライヤー247社、包材サプライ

ヤー115社、間接材サプライヤー7社の総勢369社・594人に参加いただきました。持続可能

な調達に関する味の素グループの考え方や取り組みを説明し、協力を要請しました。

　2017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、2016年度

に続いてフードディフェンス監査※1も実施しました。

　海外のサプライヤーに対しては、海外グループ会社が品質監査を相互に協力する仕組みを

構築・活用しています。この仕組みの活用拡大に向けて、2018年度から中国において品質監

査員を増員するなど、今後もサプライヤーの品質レベル向上を図ります。

■ サプライヤー説明会の実施

■ 原材料サプライヤー監査の徹底 サプライヤー説明会の様子

※1 食の安全体制強化への取り組み（下記）の一環としての意
図的な異物混入を防御することに特化した監査

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 236件
食品事業関連 ： 185件
アミノサイエンス事業関連 ： 51件

包材関係 20件

味の素冷凍食品（株） 原料関係 194件

味の素AGF（株）

原料関係 18件 うち13件は味の素（株）との協働監査

包材関係 8件 味の素（株）との協働監査

製造委託品 16件

■ 2017年度の主なサプライヤー監査実績
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事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

サプライチェーンでの品質保証体制

物流

　味の素グループは、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。 

　2017年度は、賞味期限の印字ミスなどのヒューマンエラーによるトラブルが約半数を占めま

した。これを受けて、同種トラブルの未然防止のため、トラブル情報およびその再発防止策を

国内外グループ会社と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・グループ会社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、2017年度は、味の素グループで計4件（国内1件、海外3件）の表示ミスなどによるリ

コール・流通回収を実施しました。再発防止に向け、上記取り組みなどのさらなる推進および

強化に努めていきます。

　味の素グループでは、製品の品質に関するデータ不正操作への対策として、従業員のコン

プライアンスおよびお客様起点の品質保証意識を醸成すべく職場風土改善に取り組んでい

ます。

　開発・生産に関わるデータ、食品の機能性データなどは、「ASQUA（アスカ）」で定めた「品質ア

セスメント基準」に基づく品質アセスメント会議や社内の専門家が集まる委員会でその妥当性を

客観的かつ公平に評価・判断しています。また、これらの仕組みが適切に運営されていることを内

部品質監査、外部認証審査を通じて常に確認しています。別途、医薬・原薬関連においては、製

品の分析データなどが不正操作されない状態で保管されるシステムが世界標準として求められ

ており、これに従う管理を強化し、他事業への横展開を推進しています。

　「ASQUA（アスカ）」で定めた「保管・輸送管理基準」や「倉庫管理基準」（日本国内のみ）な

どに従い、製造工場から出荷後、お客様にお届けするまでの商品の保管および輸送において、

鮮度や温度、湿度などの品質管理を徹底しています。

■ 品質クレーム、トラブル低減への取り組み

■ 品質に関するデータ不正操作対策

※1 監視することが目的ではなく、工場内でのトラブルや作業ミ
スがないことを確認するためのカメラ

■ 食の安全を保証するための概念図

良好な職場風土

ハード ソフト

製造設備など
● 品質保証カメラ※1

● 出入口セキュリティ
● 作業服
● 施錠　など

品質保証カメラ

ポケットレス
の作業服

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　など
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サプライチェーンでの品質保証体制

お客様の声

販売

　味の素グループは、「ASQUA（アスカ）」で定めた「お客様の声対応基準」「お客様の声反映

基準」などに従い、お客様からお寄せいただく声を、魅力ある製品・サービスの開発・改善に反映

しています。国内グループ会社に続き、ブラジル味の素社、タイ味の素社、ベトナム味の素社、イ

ンドネシア味の素社などの海外グループ会社でも、上記２基準に従う運営を開始しています。

■ 「お客様の声」の反映とグローバル展開

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

　味の素グループは、お客様が安心して製品を購入し、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製品を購入・使用される際に参考になるような情報を提供しています。

① 製品パッケージ

　主な国内グループ会社の家庭用製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。

② Webサイト

　グループ各社のWebサイトでは、製品情報やレシピ情報をはじめ、製品FAQや各社で取り組ん

でいる品質保証活動など、それぞれの国・地域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）、味の素冷凍食品（株）、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」な製品をお届けするためのサプライチェーン全体にわた

る品質保証について、わかりやすく紹介しています。

　味の素グループ企業情報サイト※1では、品質保証活動を紹介するページ（日本語、英語、タ

イ語、ベトナム語、インドネシア語）に、ポルトガル語のページを追加しました。2018年度は、本

ページの多言語化をさらに進めていくほか、お客様のご要望などに合わせ、Webサイト内の情

報の充実化に取り組んでいきます。

■ 品質に関する情報共有

※1 味の素（株）では、味の素グループ企業情報サイトおよび 

味の素（株）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）の製品に関する情報を掲載しています。

■ 「お客様の声」を製品づくりに反映させる仕組み 味の素（株）の例

味の素グループ企業情報サイト 
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/quality/

味の素（株）商品情報サイト 
https://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/

味の素冷凍食品（株）商品情報サイト 
https://www.ffa.ajinomoto.com/quality

味の素AGF（株）CSRサイト 
http://www.agf.co.jp/csr/product/

参照

お客様

開発

企画

製造

販売

製品開発・製品改善におけるお客様満足度の向上

緊急の場合は臨時協議

お客様相談センター 事業部門

お問合せ 担当者による「お客
様の声」読み込み

「お客様の声」読み
込み会議（毎月）

● 開封後の保存方法
● 使用上の注意
● お客様からお問合せが多く、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
● お客様のお問合せ窓口 

開発会議（毎月）

「お客様の声」反映会議（半年ごと）
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事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

サプライチェーンでの品質保証体制

　味の素グループ国内食品5社では、品質クレーム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、改善に努めていま

す。主に、「ご提起時の応対が適切か」「ご理解いただける説明ができているか」「再度安心して製品をお買い求めいただくことができるか」を継続し

て確認し、具体的なご意見は、調査部門、事業部門、お客様相談部門で共有し、改善に取り組んでいます。味の素（株）では、2017年度の声として

「ご提起時の応対に満足」97％、「調査結果報告に満足」85％、「今後製品を使用する」94％と、お客様から回答いただきました。

　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、各社製品・

サービスに関する「お客様の声」を直接承る部門として、お客様一人ひとりとのコミュニケーショ

ンを大切にし、「正確・迅速・親切」をモットーに活動しています。お客様からいただいた声を１件

ずつ記録し、翌日には全従業員に共有しています。お客様のニーズやライフスタイルの変化な

どを分析し、関連部門に提言を行い、製品・サービスの改善につなげる各種活動を実践しなが

ら、「お客様満足品質」の実現に取り組んでいます。

■ お客様の満足度向上の取り組み

■ 国内お客様相談部門の主な取り組み

味の素（株）「お客様の声」件数合計：
32,400件（2016年度比95％）
味の素グループ国内食品５社の「お客様の声」件数：
合計62,600件（2016年度比91％）

■ 2017年度の主な取り組み

■ 「お客様の声」の内訳（2017年度）

主な取り組み 内　容

電話応対者教育プログラムの実施 ・グループ共通応対指標に基づく評価と改善のトレーニングや傾聴研修の実施

「お客様満足研修」の実施
・新入社員研修の実施
・生産部門向け「お客様の声」共有研修の実施
・営業部門向け品質クレーム対応研修の実施

製品・サービスの品質クレーム対応に対するお客様満足度向上の取り組み
・品質クレーム調査報告書の継続的改善および改善事例の共有
・生産部門調査報告担当者研修の実施

「お客様の声」反映活動の社内浸透
・「お客様の声」の翌日全従業員への共有
・「お客様の声」を反映する各種会議の開催
・「お客様の声」による改善事例の共有

VOICE

「お客様の声」を起点とした品質管理教育の取り組み
　味の素冷凍食品（株）では、品質改善に向けた取り組みの向上を目的として、2017年度下期にお客様相談

室に寄せられた「お客様の声」の中から、「品質クレームやファンレターの音声」を従業員に共有する報告会を工

場６箇所で実施しました。従業員は、品質クレームには渋い表情、ファンレターには嬉しそうな表情を浮かべながら

１件ずつ聞き入り、報告会後には改善に向けた前向きな議論をしていました。また、同様の報告会を、工場だけでなく、製品に使用する原材料サ

プライヤー５社の担当者向けにも開催しました。「野菜や海産物など、原材料由来の異物でもお客様のもとに行くと大変心配されることを実感

できた」との反響があり、日々の品質管理の重要性を再確認する機会となりました。

　こうした活動は、「お客様の声」を自分事化し、改善につなげる有効な施策として、今後も継続していきます。

味の素冷凍食品（株）品質保証センターお客様相談室　室長　伊藤 聡

ご提案0.5% 

品質クレーム4%

取扱店16%

使用方法
13%

賞味期間13%

原料・製法8%

品種・価格6%安全性5%

栄養成分4%
表示3%

品質3%

その他11%

全社お問合せ
18%ファンレター0.5% 

お問合せ95%

お問合せの
内訳

味の素（株）の内訳
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サプライチェーンでの品質保証体制

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

 C o l u m n

1. お客様情報センター（C.I.C.※1）の紹介
　タイ味の素社では、1999年に設置したC.I.C.で「お客様の声」を受信しています。2017年

度からFacebookにも窓口を設けています。2017年度は、約1,600件受け付けた「お客様の

声」のうち、電話が約60%、メールが約20%、Facebookが約15%となりました。

2. 「お客様の声」反映プロセス
　「お客様の声」を製品に反映するプロセスは、C.I.C.で「お客様の声」を受信することから始

まります。C.I.C.で分析された「お客様の声」に関する情報は、月次レポートおよび半年ごとの

会議にて事業部、広報部門、研究所などの関連部署と共有します。これをもとに関連部署は

改善を検討・実施します。改善後、C.I.C.ではその改善に関連する「お客様の声」のモニタリン

グを実施し、その結果を関連部署にフィードバックしています。

「お客様の声」をもとによりよい製品へ
タイ味の素社での「お客様の声」反映の取り組み

お客様の声

製品の改善／新製品の発売

モニタリング

お客様の声の共有

実施された
改善に関するデータ

お客様
お客様情報
センター
（C.I.C.）

事業部、
研究所、
広報部門

お客様の声の認識

改善の可能性を検討
（事業部、研究所、品質保証部門）

研究所での調査
（必要に応じて）

お客様の声の受信

要約・分析

月次レポートおよび
半年ごとの会議での共有

実施された改善に関する
お客様の声のモニタリング

Facebook 235件
15%

Webサイト 381件
23%

電話 
1,012件

62%

■ 2017年度の受信件数

4. Webサイトでの製品情報公開
　2017年1月に、C.I.C.は、お客様との新たな情報共有ツールとして、Webサイトでの製品情

報開示を始めました。お客様からのお問合せの多い製品のアレルギー物質表示、栄養成分

情報などを公開しています。

3. 「お客様の声」の反映事例

「AJI-NO-MOTO®」 85g瓶タイプ（2016年12月実施）

　使用時にキャップの上蓋と下部をつなぐヒンジ部分が破損しやすいという

お客様からの提起に対し、ヒンジ部分を厚く改善した新しいキャップを開発し

ました。C.I.C.では、キャップ破損に関するお問合せのモニタリングを実施し

ており、2018年5月現在、新たな提起はありません。

タイ味の素社
http://www.ajinomoto.co.th/en

参照

改善後
7mm

改善前
5mm

※1 Consumer Information Center
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事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

サプライチェーンでの品質保証体制

　2013年に日本の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

や法令違反など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

いても健康危害などトラブルにつながるおそれのある、各社に寄せられた「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。

　2017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、ベトナムの海外グループ会社に続き、フィリピン、ペルーでも運用を開始しました。今後

も新たなグループ会社での構築を進め、引き続きモニタリング体制を強化します。

■ 健康危害など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

■ 健康危害など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

グループ会社

健康危害など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
」

国内グループ会社 海外グループ会社
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サプライチェーンでの品質保証体制

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

■ 2017年度味の素（株）の品質教育（例）

品質レベル向上のための人財育成

　味の素グループは、国内外グループ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、各組織や会社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。

　2017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、食品行政動向、お客様満足などの教育を実施しました。また、2017年度で38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400名のグループ役員・従業員が参

加、品質保証活動について情報共有を行いました。さらに、ICT※1を活用した品質教育を開始

し、年10回以上開催していた国内食品事業ISO9001内部監査員教育をe-learningで実施

しました。

　海外のグループ従業員向けには、「ASQUA（アスカ）スクール」※2をタイ、ベトナム、ナイジェリ

アで実施したほか、地域本部などの品質保証部門長候補などを対象とした「RQM※3トレーニ

ングコース」を新たに開催しました。今回はタイ、ブラジルから4名が参加し、約1週間の日程で、

品質保証の統括業務を行う上で必要とされる基本的な考え方、知識などを習得しました。また、

地域本部である味の素アセアン地域統括社が担当地域各社の品質保証マネージャーを対

象とした「アセアン品質保証セミナー」を新たに開催し、10カ国より23名が参加しました。

　国内外グループ各社でも個別に品質教育を実施しており、2017年度は味の素冷凍食品（株）

でISO9001/2015勉強会、アグリスクール（農場管理、農薬管理のフィールド研修と講義）、

ベトナム味の素社でHACCP勉強会、タイ味の素社で品質監査勉強会、ワンタイフーヅ社で

フードディフェンス勉強会など、ニーズに合った品質教育を積極的に実施しました。

　今後も、より充実した品質教育を推進し、グループ全体でのさらなる品質レベルの向上に努

めていきます。

※1 Information and Communication Technologyの略
※2 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
※3 Regional Quality Assurance Managementの略

グループ従業員向け教育 味の素（株）従業員向け教育

● 品質のマネジメント・技術に関する検討会

● RQMトレーニングコース

● ASQUA（アスカ）スクール

● トップマネジメント勉強会

● お客様満足研修

● ISO9001内部監査員教育

● 品質監査教育

● 食品表示の勉強会

● 食品行政動向説明会

● 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

● 宗教対応勉強会 

RQMトレーニングコースを修了したメンバー

品質のマネジメント・技術に関する検討会（ポスター発表）
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事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

■ 公益財団法人味の素ファンデーション （所在地 ： 日本、設立 ： 2016年）

日本

　味の素ファンデーションは、2016年8月に味の素（株）が一般財団法人として設立しました。

2017年4月1日に同財団が公益財団法人として認定されたのを機に、味の素（株）は食を通じ

た社会貢献活動やソーシャルビジネスを同財団へ移管しました。同財団は、健康な営みの基

盤となる食と栄養に関する4つの事業を通じて、国内外のコミュニティの持続可能な自立、社

会課題解決に向けた貢献を目指しています。

　味の素グループは、世界4カ国に設立した財団を通じて「食・栄養」分野を中心に、それぞれ

のニーズに合った活動を実施しています。

主な活動

● AINプログラム（食と栄養支援事業） 

開発途上国や住民の健康と生活の質の向上を目指したNPOのプロジェクトに、資金助

成するプログラム

● ガーナ栄養改善プロジェクト（低所得国栄養改善事業） 

持続可能な活動の仕組みの確立を通して、離乳期の子どもの栄養不良の問題を様々な

パートナーと共に解決するプロジェクト

● ベトナム栄養制度創設支援プロジェクト 

栄養士の育成、国民の衛生状態・健康改善の貢献に関わる制度の創設を支援するプロ

ジェクト

● 被災地復興応援事業 

地域ごとに行政、社会福祉協議会、NPOなどの非営利団体と連携を図り、当該地域の

ニーズに応じて運営する、移動式調理台を用いた健康・栄養セミナー

（公財）味の素ファンデーション
http://www.theajinomotofoundation.org/

Web

消費者課題・コミュニティP25参照
栄養不足の解消を目指して

財団による活動

消費者課題・コミュニティ

社会との協働

 C o l u m n

　2011年、栄養課題の深刻化・複雑化に対処できる正しい栄養知識を持ち、それ

を伝えることのできる人材を養成することを目的に、ベトナム国立栄養研究所（NIN）

と味の素（株）がVINEPを立ち上げました。その成果として、2012年に教育訓練省

が4年制の栄養学課程設置を承認し、翌年にはハノイ医科大学に栄養コースが開

講しました。そして2017年には同国初の「栄養士」が43名誕生しました。VINEPは同

年4月に（公財）味の素ファンデーションに移管され、“正しい”栄養知識の普及に向

けた制度の確立を目指して、現在も進行中です。

開発途上国の衛生状態・健康改善に貢献する栄養制度の創設をサポート
～日越の官民学協同 ベトナム栄養関連制度創設プロジェクト（VINEP）※1～

※1 Vietnam Nutrition-system Establishment Project
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財団による活動

 C o l u m n

　開発途上国において、特に食、栄養、健康に改善すべき課題を抱える地域の住民に

対する貢献を趣旨として、優れた着目点や実践能力を有し、支援や問題解決に向けた

事業を実施するNPOなどの団体に対し、資金の助成および持続的な事業推進のため

のノウハウをサポートするプログラムです。

　1999年から延べ14カ国80団体を超える住民参加型プロジェクトを支援しています

（延べ受益者数約15万人／総額約3億円）。

AINプログラム

AINプログラム
http://www.theajinomotofoundation.org/about/

Web

支援事業例  

健康・栄養のための行動変容を促すライフスキルトレーニング

展開事業

活動主体：（特非）かものはしプロジェクト

支援期間：2017-2019年

カンボジア

標高2,000mのネパールの大秘境・コタン郡を食で豊かに！

YouMe Khajaプロジェクト

活動主体：NPO法人YouMe Nepal

支援期間：2017-2019年

ネパール

学校給食を通して貧困村の栄養改善を行うプロジェクト

活動主体：チームピースチャレンジャー

支援期間：2016-2018年

インド

思春期女子の栄養改善と健康推進プロジェクト

活動主体：（特非）アジア砒素ネットワーク

支援期間：2017-2019年

バングラデシュ

プノンペン市貧困地区の母親主体のコミュニティ開発と 

家庭の栄養改善

活動主体：（一社）日本カトリック信徒宣教者会

支援期間：2015-2017年

カンボジア
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財団による活動

● 食の専門図書館「食の文化ライブラリー」、展示室の運営

　・ 保有する錦絵、貴重書などから日本の食文化をコンパクトに紹介する「食文化展示室」を 

　リニューアル公開（2018年7月）。

● 公開シンポジウムの開催

　・ 人間文化研究機構との共催シンポジウム「江戸書物から読み解く庶民の食べ物と生 

　活」を開催。当時の知恵を専門家が解説（2018年1月19日）。

　・  食の文化シンポジウム「甘味の世界」を開催。対象者を若手研究者、学生などテーマに 

   関心のある方とし、専門的な視点で活発な質疑を実施（2017年8月5日）。

●「食の文化フォーラム」（食文化を学際的に考える会員制の研究討論会）の企画運営

　・  年間テーマ「においの時代」のもと、「フレーバーの機能」「香りと食生活」「食品と開発」 

   の3回を通じ、においの科学的アプローチによる人類の食文化に対する影響を討論 

   （2017年6月、9月、2018年3月）。

● 食文化季刊誌「vesta（ヴェスタ）」ほかの出版・頒布

● Webを通じた情報発信（2018年4月リニューアル）

（公財）味の素食の文化センター
https://www.syokubunka.or.jp/

Web

人間文化研究機構共催シンポジウム
パネルディスカッション風景

● 奨学金給与

　・ 大学院在籍在日留学生、毎年5～6名に対し、2年間の奨学金を給与。

　・ 渡日前アセアン留学生向け奨学金、アセアン地域5カ国とロシアから、東京大学など6大 

  学大学院修士課程（理系）に留学する研究生および修士生を対象として、合計3年間  

  （研究生1年、修士2年）奨学金を給与。

● 奨学金貸与

　・ 日本国内の大学の専門課程または大学院に在学する理系専攻の学生を対象に奨学金 

   を貸与。

● 「Better Nutrition, Stronger Nation」プロジェクト（地方の小学校への食堂建物 

 の寄付、教師への栄養指導、指導後の改善状況のモニタリング）

● 理工学系専攻の貧困家庭出身学生への支援（奨学金）

● 食品、栄養関連の優秀研究者の表彰

● 遠隔地の学校への教員用住宅の寄付

（公財）味の素奨学会
http://ajischolarship.com/

Web

在日留学奨学生およびアセアン留学奨学生とともに、
「和食」調理実習体験

タイ北部・北東部の寒冷地域への支援

■ 公益財団法人 味の素食の文化センター （所在地 ： 日本、設立 ： 1989年）

■ 公益財団法人 味の素奨学会 （所在地 ： 日本、設立 ： 1957年）

■ タイ味の素財団 （所在地 ： タイ、設立 : 1976年）

主な活動

主な活動

主な活動

タイ

味の素グループ サステナビリティデータブック 2018 消費者課題・コミュニティ 49

https://www.syokubunka.or.jp/
http://ajischolarship.com/


事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

財団による活動

 C o l u m n

　タイ味の素財団では、2010年、タイ味の素社の創業50周年を

記念して「50の学校給食施設 建設プロジェクト」を開始しまし

た。2014年までに、43県で50の小学校の給食施設が完成し、

10,000人を超える生徒に活用されました。2015年には、本プロ

ジェクトの5年間継続、2019年度末までにさらに50校の給食施設

について建設支援することで、タイ教育省と基本合意に至りまし

た。加えて、2017年にはさらに20の緊急支援学校を対象に本プ

「Better Nutrition, Stronger Nation」プロジェクト

活動実績（2018年 6月現在）

67県で90校の給食施設が完成
（18,000人を超える生徒が活用）

ロジェクトを拡大しました。2018年6月現在、67県で90校の給食

施設が完成し、18,000人を超える生徒が活用しています。

　このほか、2016年度から、給食施設の建設対象となった学校

の教師や給食担当者に対する栄養教育を開始しました。2017

年度からはマヒドン大学の栄養研究所、ラジャマンガラ大学の協

力を得て教育内容を拡充させ、60校から284名の教師、給食担

当者が本プログラムに参加しています。

教師らへの栄養教育セミナー

給食施設の贈呈式

マヒドン大学より派遣された講師

「50の学校給食施設建設プロジェクト」

「Better Nutrition, Stronger Nation」プロジェクト

■ これまでの給食施設寄付実績
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財団による活動

● 健康・栄養に関するワークショップの開催（2017年度26回開催、958名参加）

● 栄養学専攻の学生への支援（奨学金）

● 「ペルー味の素財団賞」（大学生を対象とした、文献検索促進のためのコンテスト）の主催

● 障がいのある子どもたちのスポーツ団体に対する助成事業

● 事業所周辺の地域貢献活動（小学校への学用品の寄付など）

●「ブラジル味の素財団研究賞」の主催による、「うま味」「5つの基本味」をテーマとした 

研究助成

● 料理学校における若者向けの栄養とうま味の授業の実施

● 従業員ボランティアプログラムの実施 （2017年度743名参加）

2017年度の「ペルー味の素財団賞」授与式

小学校への学用品の寄付

主な活動

主な活動

ペルー

ブラジル

■ ペルー味の素財団 （所在地 ： ペルー、設立 : 2003年）

■ ブラジル味の素財団 （所在地 ： ブラジル、設立 : 1999年）
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自然災害による被災地への支援活動 

　味の素グループは、事業を通じて知見を持つ「食」や「健康」の分野を中心として、被災地域に

寄り添った支援を行っています。

■ 日本の災害（2018年8月末までの実績）
対象となった災害 寄付先 支援金・義援金 支援物資 数量

平成30年7月豪雨災害

特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム 600万円 － －

日本赤十字社
「平成30年7月豪雨災害義援金」 400万円 － －

愛媛県、広島県、岡山県の行政指定先

－ 「味の素KKおかゆ」（白がゆ） 約31,000食

－ 「アミノバイタル®GOLD」ゼリードリンク 135ｇ 10,000個

－ 経口補水液「アクアソリタ®」500ml 9,000本

愛媛県、広島県、岡山県のNPO、
社会福祉協議会の指定先 － 「ブレンディ®」ボトルコーヒー500ml 23,600本

　味の素（株）は、2011年度より“食卓からニッポンを元気に「食べるって楽しい！」”プロジェ

クトと称し、岩手県、宮城県、福島県を対象に、“食”を通じて被災地の復興に貢献するとい

う当社の方針に合致する活動を行う団体に、「クノール®カップスープ」（10品種）、「ほん 

だし®」（３品種）の売上げ１箱につき１円を寄付してきました。2017年度は、公益財団法人

地域創造基金さなぶりの「子どものたより場応援基金」を通じて、宮城県内の「こども食堂」

の拡充や、食育を含めた子どもの学習支援を行っている団体への助成を行いました。

　味の素冷凍食品（株）は、「東北に元気を！明日を耕すプロジェクト」として東北地方の農業

復興支援を行っている団体をサポートしており、従業員による農家や酪農でのボランティア活

動も実施しています。

　味の素AGF（株）は、2012年よりスティックコーヒー「ブレンディ®」の売上げの一部を被災し

た東北の窯元の修復支援に充てています。本プロジェクトは、2014年に修復から復興活動

へとシフトし、2017年はスペシャルサポーターのデザイナー・コシノジュンコさんをお迎えし、被災

した4つの窯元と共同制作した器を使った“親子で器の絵付け体験”を実施しました。

　同社はほかにも災害支援活動の一環として「〈いつでも、ふぅ。AGF®〉コーヒーの時間」を開

催しています。東北ではこの「コーヒーの時間」で住民同士の語らいの場づくり、九州では集

会所にドリンクバーを設置しやすらぎの空間づくりをお手伝いしています。

■ “食卓からニッポンを元気に「食べるって楽しい!」”プロジェクト

■ 東北に元気を ！ 明日を耕すプロジェクト

■ AGF「ブレンディ®」器の絆プロジェクト

自然災害による被災地への緊急支援

東日本大震災復興応援活動

自然災害による被災地への支援活動

“食卓からニッポンを元気に「食べるって楽しい！」”
プロジェクト
https://www.ajinomoto.co.jp/tbtn/

参照

AGF「ブレンディ®」器の絆プロジェクト
https://www.agf.jp/tohoku/

参照
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 C o l u m n

　味の素グループが2011年10月に開始した「ふれあいの赤いエプロンプロジェク
ト」は、2017年4月、（公財）味の素ファンデーションに移管して活動を継続していま
す。東日本大震災後の仮設住宅における健康や栄養、新たなコミュニティにおけ
る人と人のつながりの希薄化、高齢者の孤立・引きこもりといった課題への取り組
みを応援するプロジェクトで、仮設住宅の住民が集まって一緒においしい料理を作
り、語り合うための「場」の提供が基本のコンセプトです。現地の実情やニーズに
応じた活動を常に心がけ、住民全般を対象とした「健康・栄養セミナー」のほか、不
適切な食生活やアルコール依存症の増加が指摘されている中で始めた男性限
定の「男の料理教室」、もともと塩分摂取量の多い東北地方における、幼児期の
適切な味覚形成のための保育所の園児を対象とした、減塩してもおいしく食べら
れる、うま味の効いただしの体験学習「あじのひみつ」を実施しています。
　本プロジェクトは、地域行政、社会福祉協議会、食生活改善推進員、NPO、大
学、自治会など、復興を担う地元との協働で運営しています。
　被災から7年が経過した現在、本プロジェクトに賛同し、「自主開催・運営」する
地元団体も徐々に増えてきています。

東北応援 ふれあいの赤いエプロンプロジェクト

活動実績

参加人数（延べ） 

46,123人
実施回数（延べ） 

3,088回

実施地域 

3県47市町村

地域のパートナーの皆様 

約300名と共に

味の素グループ 

ボランティア参加人数（延べ） 

2,698人

市町村役場
など現地行政

社会福祉協議会味の素グループ
ボランティア

食生活改善
推進協議会大学

現地NPO生協など
地元事業体

住民の自治会福祉施設・
幼稚園など

現地コミュニティ
住民

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

自然災害による被災地への支援活動 

「健康・栄養セミナー」

※ 活動実績：2018年3月末現在
　 「延べ」は2011年10月からの累計

ふれあいの赤いエプロンプロジェクト
http://www.theajinomotofoundation.org/akaepu/

Web
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