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　「アスカ（ASQUA）」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。「アスカ」は、品質マネジメントシステ

ムの国際基格「ISO9001」、食品衛生の管理基準の一つである

「HACCP」や適正に製造するための各種「GMP」などの製造の管

理基準を基本骨格とし、そこに味の素グループ独自の考え方や基準

を付加して構成されています。「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「アスカ」に基づいた品質保証活

動を徹底し、より高品質な商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商品・サービ

スの改善に活かしています。

“味の素品質保証システム”「アスカ」

確かな品質をお届けするために

品質保証の国際規格

ISO 9001
製造の管理基準

HACCP

GMP

味の素グループ独自のルール

味の素グループの各種要求事項

アスカ（ASQUA）

味の素グループの品質保証体制

品質方針  
❶ 私たちはお客様の要望に真摯に耳を傾け、お客様に満足いただける商

品・サービスをお届けします。
❷ 私たちは、適切な情報を積極的に提供し、お客様の信頼にお応えします。
❸ 私たちは、安全性については妥協すること無く可能な限りの調査・研究

を尽くし、関連する法律を遵守し、常に一定品質の商品・サービスをお
届けします。

私たちは、安全で高品質な商品・サービスを通して、世界のお客様のよりよい生活に貢献します。

「味の素グループ品質方針」

■ 「アスカ」の構成

■ 「アスカ」の文書体系

味の素（株）および
グループ会社　
共通遵守事項　　

味の素グループ
品質方針

味の素（株）の品質保証規程

味の素グループの品質保証規則
（ISO9001＋味の素グループ要求事項）

味の素グル̶プの品質基準
（HACCP基準、GMP基準等を含む全 25 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）

味の素グループが販
売または提供する製
品の品質保証に関す
る基本的事項を定め
たもの

消費者とともに築く持続可能な社会

商品の安全と品質の確保は、食品を扱う企業として当然の責務です。

味の素グループでは、品質理念・品質方針に基づき、すべての商品・サービスを対象に独自の品質保証システム「アスカ（ASQUA）」

を適用し、原料調達から販売までの厳しい品質保証を行っています。

❹ 私たちは、国際基準であるISOの考えかたを基本にした味の素品質
 保証システム【アスカ】で品質を保証します。
❺ 私たちは、経営のリーダーシップのもと、研究・開発から精算・物流・販売・

サービスに至るまでの社員一人ひとりが、安全で高品質な商品・サービ
スの提供に最善を尽くします。
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　味の素グループの品質基準は、味の素グループのブランドにふさ

わしい品質レベルを保持するための独自の基準です。教育、表示、

包材、トレーサビリティなど広範囲にわたって25の厳しい基準を定め

ています。

　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

をメンバーとし、経営会議の下に設置される「品質保証会議」です。

「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、経営から製造現場・販売を担当す

る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。

　味の素グループでは、製品の製造委託・購入や原材料の購入を通

じて、国内外のサプライヤーと取引をしています。サプライヤーに関し

ても、グループの製造現場と同様に、「アスカ」の基準に基づいて管

理をしています。

　具体的には、製造委託・購入先や原材料サプライヤーに「アスカ」

の品質管理基準・品質要求事項に基づいた管理を求め、定期的な

評価および品質監査を実施しています。

　また、海外のサプライヤーに対しては、GSM（Global Supplier 

Management）※5という海外の法人間で品質監査の相互協力をす

る仕組みを構築し、国内外で60名以上のGSM監査員を養成・任命

して管理を強化しています。

味の素グループの品質基準

 「アスカ」の実施体制

サプライヤー監査と品質管理の徹底

※1　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
※2　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
※3　GMP（Good	Manufacturing	Practice）：味の素グループ
が販売する製品の製造管理に関する基準を示すもの
※4　フードディフェンス（食品防御）：食品への意図的な異
物の混入を防止する取り組み。原料調達から販売までのすべ
ての段階において、人為的に毒物などが混入されることのない	
ように監視するもの

※5　GSM（Global	Supplier	Management）：各国法人で共通するサプライヤーへの合同監査

味の素グループの品質保証の規定、方針、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

品質基準徹底

国内外関係会社

品質アセス品質監査

ご指摘、
ご要望など

商品サービス
情報など

味
の
素（
株
）

味の素グループ

■ 2011年度の原材料取引先品質監査実績

■ 「アスカ」の実施体制

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 54件
食品：29 件、
バイオファイン：25 件

包材関係 25 件

味の素冷凍食品（株）

GSM※5 8 件
グローバルサプライヤー
共同監査

原料関係 230 件
原材料部・工場による訪問
監査の実数

味の素製薬（株）
原料関係 17件

委託先 3件

カルピス（株）
原料関係 10 件

包材関係 10 件

◦ 品質アセスメント基準
◦ 品質教育・訓練基準
◦ Halal※1管理基準
◦ Kosher※2管理基準
◦  商品表示基準
◦ 原材料の品質管理基準

◦ 食品包材の安全衛生基準
◦ 食品GMP※3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※4基準
◦ トレーサビリティ基準

味の素グループの品質基準（全25基準のうち、一部抜粋）

消費者とともに築く持続可能な社会
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　お客様への安全な商品の提供は、企業にとって欠かすことのでき

ない最も重要な使命の一つといえます。そこで、味の素グループでは、

商品設計・調達・生産・販売のすべてのプロセスで、品質トラブル 

低減に向けた取り組みを継続的に推進しています。

　2011年度は、新規事業分野における製品設計・開発時の品質 

保証体制と品質アセスメントの強化を図りました。また、発生した一

つひとつのクレームに対して徹底的な原因究明を行い、再発防止を

図るとともに商品改善につなげました。その結果、2011年度のクレー

ム数は対前年度比90〜95％で推移しました。

品質クレーム・トラブル低減の取り組み

※3　QMS：Quality	Management	System（品質マネジメントシステム）
※4　アスカスクール：“味の素品質保証システム”「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

※1　リコール：社告・プレスリリース等により、公表して商品の回収を実施すること
※2　流通回収：小売店、卸店から回収を実施すること

■ 品質保証教育の体系とプログラム例

　味の素グループは、グループ・グローバルでのさらなる品質向上の

ための人材育成にも力を入れています。

　2011年度は、前年同様に、味の素（株）の事業本部長、海外地域

本部長およびグループ会社社長を対象とし、グループ品質保証活

動と2011-2013年度品質保証中期計画を共有する「トップマネジメン

ト品質勉強会」を開催しました。また、32回目となる「品質保証のマ

ネジメント・技術に関する検討会」では、国内外の398名のグループ 

従業員が参加し、グループ内の品質保証活動に関する取り組みを共

有し、その重要性を改めて確認しました。

　また、海外グループ会社の従業員の教育にも力を入れています。今

年で11回目となる「QMS※3トレーニングコース」では、ブラジル、フィ

リピン、台湾から5名が来日し、品質保証の幅広い分野について2週

間学習するとともに、担当者同士の交流を深めました。アセアン、南

米、中国、アフリカでは、地域ごとの品質教育も活発に行っており、各

地域で｢アスカスクール※4｣を開催しました。アセアン（インドネシア開

催）では5カ国12法人から29名、南米（ブラジル開催）ではブラジル・

ペルーから38名、中国（上海開催）では台湾含め13法人から29名、

アフリカ（ナイジェリア開催）では欧州含め17名が参加し、味の素グ

ループの品質保証レベルの向上に努めました。

グループ共通
• 品質保証のマネジメント・技術に関する検討会

味の素（株）単体
• 海外赴任者研修（「アスカ」基準）
• 新入社員研修（CS教育）
• コンプライアンス研修（品質保証活動）

全世界グループ共通
• QMSトレーニングコース
• 「アスカスクール」

味の素（株）単体
• 品質アセスメント勉強会
• 「アスカ」を理解する基礎講座　など

国内グループ共通
• 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（新規資格取得）
• 品質監査講習会
• 食品表示の勉強会
• 食品表示行政動向説明会　など

全体研修 専門教育

各事業所等
ISO9001 規格関
連の教育や、各種
GMP 教育など、
品質に関する様々
な教育を実施

　2011年度は、味の素グループで2件の自主回収がありました。2011年8月、米国でアメリカ味の素冷凍食品社が製造・販売する冷凍

「ギョーザ」で、「シーフードギョーザ」に「ベジタブルギョーザ」の包材を使用したことが判明し、製品約700ケースをリコール※1しました。

包材切り替え時の確認不足が原因だったため、包材切り替え時の管理の強化を図りました。

　2012年3月には、タイでタイ味の素販売社が販売する「Calpis Lacto」で、カビ汚染（人体危害の影響が低い菌種と同定）による液分

離品が発見され、約20,000ケースを流通回収※2しました。製造委託先（タイ洪水の影響で自社生産ができなくなり委託）の容器洗浄工

程に不具合があったことが原因でしたが、その後当該製品は終売といたしました。

商品回収について

品質レベル向上のための人材育成

消費者とともに築く持続可能な社会
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　味の素グループでは、お客様が安心して商品をお使いいただける

よう、2008年度よりお客様との品質に関する情報共有をさらに進める

「品質広報」に力を入れています。品質に関する姿勢や方針、実際に

行っている活動内容に加え、お客様のご要望を踏まえ、グループとし

て提供が可能な情報をできるだけ多くお伝えするよう努めています。

　品質広報の取り組みの一環として、一般のお客様向けの商品につ

いて定めた独自の「品質情報提供ガイドライン」をもとに、年に2回、

国内のグループ企業で連絡会を開催しています。ここではパッケー

ジやWebで提供する品質情報の現状や課題を共有し、お客様に提

供する情報の質をさらに高めています。

　味の素グループは、ホームページ「品質保証への取り組み」

サイトで、商品の安全と安定した品質を確保するために原料

管理、商品開発、製造などの各過程で行っていることや、商品

パッケージ情報の見方、社外有識者による食の安全にかかわ

る社会の関心事（「食物アレルギー」、「食品添加物」など）

の解説など、お客様との品質情報の共有が一層進むよう、コン

テンツの充実を図っています。

　本サイトでは、消費者の皆様が特に関心の高い項目に対す

る、味の素グループの考え方や取り組みについてもご報告し

ています。その一部を以下でご紹介します。

　このサイトは、企業Webサイトの担当者同士で審査する、第5

回企業ウェブグランプリの企業情報・IR部門で、優秀サイトとし

て表彰されました。わかりやすい品質情報であることと役に立

つ情報が豊富にある点が評価されました。

Webサイトでの幅広い品質情報共有

　味の素グループは、食品添加物やGMO※5（遺伝子組換え作

物）の活用・表示にあたって、安全性・有用性および適法性の面

から厳しくチェックしています。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（株）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やGMOが、あたかも安全ではないような 

印象をお客様に与える表示方法は、お客様にとって不利益にな

ると考えており、行っていません。

食品添加物、GMOの活用に対する考え方

　食品添加物は、味をよくし、香りを高め、栄養を強化するこ

とで豊かな食生活を実現するほか、保存性などを高めること

で、食料資源の流通や有効活用を促すという重要な役割を担っ

ています。これら食品添加物は、各種の厳しい試験が行われて

おり、安全性は行政で確認されています。味の素グループでは、

商品の開発・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。

食品添加物の活用について

	食品添加物について
	 http://www.ajinomoto.co.jp/activity/anzen/topics/additive.html		リンク

	品質保証への取り組み
	 http://www.ajinomoto.co.jp/activity/anzen/		リンク

	今だから知ってほしい食の安全のこと
	 http://www.ajinomoto.co.jp/activity/anzen/know/index.html		リンク

※5　GMO：Genetically	Modified	Organisms

品質にかかわる情報の提供

消費者とともに築く持続可能な社会

Webサイトでご紹介している内容
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　味の素グループでは「安全で高品質な商品・サービスを通し

て、世界のお客様のよりよい生活に貢献する」という品質方針のも

と、原料調達から販売まで厳格な品質保証に取り組んでいます。

製品の製造にあたり、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、

　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

　味の素グループは、原料や商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、原料や商品

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

　日本では、特定のアレルギーを持つ方の健康のため、厚生労働

省により、2002年3月から小麦、乳、落花生、卵、そばの5品目につい

ての表示が義務づけられ、2008年6月からはえび、かにが義務表

示品目に追加になりました。また、18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

ての家庭用商品について、表示義務のある7品目だけでなく、推奨

　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

物の成長の制御などを目的として散布されます。農薬には｢使用基

準｣があり、量や時期、まく方法や何回まではまいてよいかなどが

決められています。この使用基準を守っていれば、残留基準を超

えるような農作物はできません。しかし、使い方によっては、まれに

収穫された農作物に農薬が残ることがあります。

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、

さらに確認のため、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。

安全性審査が行われています。必要な情報を消費者に提供す

るため、表示基準も定めており、味の素（株）もこの基準に従っ

ています。また味の素グループでは、未承認GMO混入防止のた

めに、自社で監査技術を確立しています。

力を入れています。

　さらに、お客様からの問い合わせ時や、トラブル発生時の速やか

な対処を可能にし、お客様が安心して商品を購入できるよう、確か

なトレーサビリティ体制を構築しています。

の18品目についてもアレルギー表示を行っています。厚生労働省の

指導に従うとともに、公定法（法律で定められた分析法）の導入など、

グループにおける分析チェック体制の確立にも取り組んでいます。

　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、農薬管理を含めた畑や栽培する敷地の管理を徹底する対応

を実施しています。
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