
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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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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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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