
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
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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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　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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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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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
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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
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　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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 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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