
味の素グループ サステナビリティデータブック 202015

生活習慣病、不足栄養、過剰栄養といった人々の年齢、食とライフスタイルに起因する健康課題
が世界中で増大しています※。「不足栄養」と「過剰栄養」の問題が混在する「栄養不良の二重負荷

（Double Burden of Malnutrition）」は、各国・地域だけでなく、一人ひとりにおいても起こり
得るものです。たんぱく質・野菜の摂取不足や糖・脂肪・塩分の過剰摂取といった課題の解決には、
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、20-25中計において、アミノ酸のはたらきを活用しながら栄養課題に取り組
むことで、おいしく栄養バランスの良い食事が続けられるよう支援し、世界中の人々のQOLを改
善するという方向性を明確にしました。毎日の食生活に密接に関わるグローバル食品企業とし
て、おいしさ、食へのアクセス、地域の食生活の3点において妥協しない、「Nutrition without 
compromise（妥協なき栄養）」を基本姿勢とした取り組みを推進し、事業を展開する国・地域で
の栄養課題の解決とウェルビーイング（充実した人生）への貢献に向けた活動をさらに強化します。

■栄養へのアプローチの3つの柱
・ おいしさを妥協しない

味の素グループは、減塩をはじめ、より健康的な製品の開発・販売
を続けていますが、その中でおいしさを妥協することはありませ
ん。味の素グループはうま味調味料（MSG）等の調味料の提供に
より、生活者がおいしくてより健康的な食事を作ることや、顧客企
業の製品でもおいしく減塩できることに貢献しています。

・ 食へのアクセスを妥協しない
世界には、様々な方法で栄養へアクセス（栄養を摂ること）ができる人々がいる一方で、入手し
やすさ（availability）、購入しやすさ（affordability）、利便性 （convenience）の面で入手で
きる製品の選択肢が限られている人々もいます。味の素グループは、アミノ酸のはたらきを活
用したイノベーション、製品と原料、そして流通、価格、利便性に対する取り組みによって、より
多くの人が栄養価の高い食事をこれまで以上に摂取できるようになることに貢献します。

・ 地域の食生活を妥協しない
味の素グループはグローバルに事業を展開していますが、各国・地域では、それぞれの文化、伝
統、食の楽しみ方が既に確立されています。味の素グループは、各地の慣習、食の嗜好、資源、
原料、ステークホルダーを尊重しながら、自社のオペレーションモデルを適応させています。そ
して各コミュニティや経済の発展・変化に伴い、より個々人に適した対応（パーソナライゼー
ション）を重視していくことが必要になると考えています。

おいしく、便利で簡単に入手でき、地域の食習慣や風味を尊重した栄養価の高い食品があるか
らこそ、生活者は栄養バランスの良い食事を長期にわたって摂取することができると、味の素グ
ループは考えています。

食と健康の課題解決への貢献 ▶ マテリアリティ別活動報告

考え方

栄養課題への貢献
栄養へのアプローチ	

▶  Decade of 
Action on 
Nutrition（英語の
み）

▶  統合報告書2020 
P37

▶  P12
▶  栄養・健康

※ 国連「Decade of Action on Nutrition（栄養のための行動の10年）」

ステークホルダーとの対話・連携
マテリアリティ

Our Philosophy
ESG・サステナビリティに関する体制
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うまみ調味料「味の素®」
「AJI-NO-MOTO®」

https://www.who.int/nutrition/decade-of-action/information_flyer/en/
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/library/annual/main/08/teaserItems1/00/linkList/0/link/Integrated%20Report%202020_J_A4.pdf#page=38
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/nutrition/
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/activity/csr/pdf/2020/SDB2020jp_012-014.pdf


味の素グループ サステナビリティデータブック 202016

食と健康の課題解決への貢献 ▶ マテリアリティ別活動報告
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取組項目

おいしい減塩 味の素グループは、塩分の過剰摂取の解決に貢献できる独自の技術をもっています。その先端
バイオ・ファイン技術を駆使し、おいしさを損なわない減塩の促進に取り組んでいます。

おいしい減糖と減脂 砂糖の代替甘味料やレシピの開発等により、自社製品や取引先の製品の減糖・減脂にも注力
しています。

野菜や果物の摂取促進
栄養バランスの良い食事をサポートすることでビタミン・ミネラル等の栄養源である野菜や果物
の摂取を促進しています。例えば、生活者がより多くの野菜・果物を摂取するようなレシピを
製品パッケージに表示しています。

多様な由来の
たんぱく質摂取促進

地球の健康という観点から、サステナブルで多様なたんぱく質摂取に取り組んでいます。味の素
グループは、アミノ酸を補給することで、植物由来のたんぱく質の栄養価を高めることができ
ます。

職場の栄養改善 味の素グループは従業員の健康が最も重要な基盤の一つであると考え、職場の栄養改善に
注力するとともに、従業員の栄養に関するリテラシーの向上に取り組んでいます。

たんぱく質摂取促進
たんぱく質を構成するアミノ酸を提供して質の低いたんぱく質源に不足しているアミノ酸を
補給したり、我々の調味料を通じて食事中のたんぱく質の風味を向上させたりすることで、
恵まれない人々や高齢者等のたんぱく質摂取の改善に取り組んでいます。

上記のアプローチを実現するために、味の素グループは様々な取り組みを行っています。
・ おいしい減塩　→P17
・ たんぱく質摂取促進　→P18
・ おいしい減糖と減脂　→P19
・ 野菜や果物の摂取促進　→P20
・ 多様な由来のたんぱく質摂取促進　→P21

味の素グループは、「栄養に関するグループポリシー」とそれに紐づく「味の素グループ栄養戦略
ガイドライン」に基づき、2018年度より栄養戦略担当役員が主導する組織横断のタスクフォース
が中心となって包括的な栄養戦略・重点取組項目の決定と、効果的な実行のための仕組みづくり
を行ってきました。2019年度には、タスクフォースが中心となって策定した基本方針を各事業部
門の戦略に落とし込み、具体的成果を生み出すステージへと進化を遂げました。
2020年4月には、栄養に関する取り組みを継続的なものとし、かつさらに強化するため、サステ
ナビリティ推進部を設置しました。サステナビリティ担当役員のもと、栄養に関するテーマの方針
および戦略は同部が策定、事業部門の活動のフォローや情報のとりまとめも行い、経営会議およ
び取締役会に報告します。

体制

栄養に関するマネジメント体制	

▶  栄 養 に 関 す るグ
ループポリシー

▶  P3

味の素グループの栄養へのアプローチ

ステークホルダーとの対話・連携
マテリアリティ

Our Philosophy
ESG・サステナビリティに関する体制

・ 職場の栄養改善　→P22
・ 栄養バランスの良い食事　→P22
・ その他の取り組み　→P24
・ 年代別の栄養課題へのアプローチ　→P25

GRI203-2

味の素グループは、各製品の栄養成分のデータを収集・分析するシステムである「味の素グルー
プ栄養プロファイリングシステム（The Ajinomoto Group Nutrient Profiling System: 
ANPS）」を日系企業としては初めて導入しました。2020年4月より、日本を含む7カ国、9法人の製
品約500品種に対して導入し、グローバルに栄養改善活動を展開しています。

栄養プロファイリングシステムの導入	
▶  統合報告書2020 

P39

https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/activity/policy/nutrition_policy.html
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/library/annual/main/08/teaserItems1/00/linkList/0/link/Integrated%20Report%202020_J_A4.pdf#page=40
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/activity/csr/pdf/2020/SDB2020jp_003.pdf


味の素グループ サステナビリティデータブック 202017

塩分の過剰摂取がもたらす高血圧や心疾患のリスクが世界的に深刻化しています。WHOの取り
組み※3でこのようなリスクに対して警告がなされているにもかかわらず、いまだ改善されていま
せん。味の素グループは、独自の先端バイオ・ファイン技術（例：うま味によるおいしさの提供等）
を通じて、減塩の促進に取り組んでいます。減塩製品の提供のほか、WEBサイトやSNSを通じた
減塩コンテンツ・メニューの発信強化にも積極的に取り組んでいます。
また、共同研究や関係者との連携を通じて、「おいしい減塩」のノウハウを共有し、効果を明らかに
する活動も行っています。その成果を広く公表し、「おいしい減塩」の社会実装を加速していきます。

※1  製品中に含まれる5つの糖（ショ糖、ブドウ糖、果糖、乳糖および麦芽糖）を合計したもの
※2 主に動物性の脂肪に含まれる脂肪酸

食と健康の課題解決への貢献 ▶ マテリアリティ別活動報告

おいしい減塩	

※3 「非感染性疾患の予防とコントロールのための包括的世界モニタリングの枠組み」では、2025年までに食塩の摂取30％
減を掲げている。

具体的取り組み 主な製品

● うま味を活用した減塩技術の開発

● 減塩技術を活用した、おいしい減塩製品の開発・提供

例） うま味調味料/MSG等の素材・配合技術を使っ
た呈味の改良
酵素技術を活用した物性等の改良

● アカデミアや行政と連携したうま味・MSGの活用に
よる減塩効果の普及活動　　

● 行政・流通・メディアと連携した地域エコシステムの
構築

● 課題解決に向けたレシピ等の価値のある情報の提供

例） 　　　　　　　　　　減塩サイト開設
デジタル広告を活用した減塩プロモーションの
推進
自社通販での減塩製品詰め合わせ発売

日本

北米

南米

塩 和風だしの素 スープ

スープ

冷凍食品

冷凍食品

実績

ステークホルダーとの対話・連携
マテリアリティ

Our Philosophy
ESG・サステナビリティに関する体制

ANPS-P（for Product）は、オーストラリア・ニュージーランドで用いられている栄養プロファイリ
ングシステムの「Health Star Rating System」のスコア算出方法に準拠し、過剰摂取を避ける
べき栄養成分（カロリー、糖類※1、ナトリウム、飽和脂肪酸※2）および不足しがちで摂取が推奨され
る栄養成分・食品群（たんぱく質、野菜・果物・ナッツ・豆類、食物繊維）の製品中含有量をもとに、製
品の栄養価値を科学的に評価します。
また、栄養バランスの良い食事を総合的にサポートすることを目指し、当社グループの製品を用
いて作った料理に対する栄養プロファイリングシステムを開発中です。水以外の追加の材料が必
要な製品（調味料、スープ、加工食品の一部等）にこのシステムを適用し、製品パッケージに表示す
るレシピ等を作成する際に活用する予定です。ANPS-Pでの栄養成分の項目に加えて、うま味等
のおいしさを示す独自の指標の設定も検討しています。

洋風スープの素

GRI203-2



味の素グループ サステナビリティデータブック 202018

食と健康の課題解決への貢献 ▶ マテリアリティ別活動報告

■うま味・MSGを活用した減塩効果の公表、普及活動（日本）
2019年9月、「第66回日本栄養改善学会学術総会」において、味の素（株）は日本栄養改善学会
と共にランチョンセミナーを開催しました。奈良女子大学生活環境学部の早渕仁美特任教授に
登壇いただき、「うま味を活用した減塩の実際」をテーマに、様々なアンケート結果や食に関する
データに基づき「おいしい減塩」の解説を行いました。
うま味・MSGを活用した「おいしい減塩」効果は、1970年代に立証されていましたが、患者に対し
て減塩指導を行っている医療関係者には注目されていなかったため、味の素グループは奈良女
子大学を中心とした多施設による臨床研究を支援しました。2020年1月、奈良女子大学がこの臨
床研究結果を（特非）日本高血圧学会の英文学会雑誌『Hypertension Research』誌に掲載し
たことで、うま味・MSGを活用した「おいしい減塩」は、性別・年齢・地域・喫煙・非喫煙等にかかわら
ず、全ての人にその効果を認められることが再確認されました※。
味の素グループは、これまでに蓄積されてきたうま味・MSGの有用性および安全性に関する学術
情報を整理し、その価値を検証していくことで、実現可能な政策提言を行っていきたいと考えて
います。

■行政・流通・メディアと連携した地域エコシステムの構築
味の素（株）では、うま味調味料「味の素®」を活用した減塩について、行政・流通・メディアと連携し
た地域エコシステムの構築を進めてきました。2014年より、当時「食塩摂取量全国ワースト1」
だった岩手県で行政、流通と共に、地域の食材と当社の減塩調味料を使った減塩メニューの店頭
での展開、栄養士向け「うま味で“おいしい減塩”セミナー」の開催等、メディアで発信される活動
を重ね、食塩摂取量の減少に貢献しました。毎月「減塩・適塩の日」が制定され、地域の適塩取り組
みとして定着しています。
また、マレーシア味の素社では2016年より、老人ホームに対して、うま味による減塩メニューの
提案を行っています。2020年には現地大学とも連携を開始し、減塩メニューのレシピや活動規
模を拡充しました。今後、4つの老人ホーム（約300名）に対して提案を行う予定です。この取り組
みについては現地メディアが記事を配信し、減塩効果について啓発する一助となりました。

※ Hypertension Research 43, 525–533(2020)、Hypertension Research 43, 569–570(2020)

▶  統合報告書2020 
P52

実績

たんぱく質摂取促進	

恵まれない人々や高齢者も含め、食事から摂取するたんぱく質、特に良質なたんぱく質の摂取が
不足していることは課題です。味の素グループは、たんぱく質を構成するアミノ酸を提供して質
の低いたんぱく質源に不足しているアミノ酸を補給（強化）したり、調味料によってたんぱく質を
豊富に含む食事の風味を向上させたりすることで、たんぱく質摂取の促進に取り組んでいます。
東南アジア各国に共通して見られる子どもの不足栄養の改善に向け、手軽においしくたんぱく質、
カルシウム等の栄養素が摂取できる健康粉末飲料「Prottie®」をタイ、フィリピンで発売しました。
母親へのSNSを活用したコミュニケーション活動を通じて、子どもの成長におけるたんぱく質等
の重要性を啓発するとともに、Eコマースで製品を販売しています。健康的でおいしい飲料製品
を通じて東南アジアの子どもたちの健やかな暮らしの実現に貢献します。
日本では、業務用商品サイト内で、病院・介護施設向けの情報として、たんぱく質摂取を促進する
メニューの提案等を行っています。

▶  しっかり食べて低
栄養予防 食べサポ

ステークホルダーとの対話・連携
マテリアリティ

Our Philosophy
ESG・サステナビリティに関する体制

GRI203-2

https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/library/annual/main/08/teaserItems1/00/linkList/0/link/Integrated%20Report%202020_J_A4.pdf#page=53
https://www.ajinomoto.co.jp/foodservice/kondatesan/tokushu/08/


味の素グループ サステナビリティデータブック 202019

食と健康の課題解決への貢献 ▶ マテリアリティ別活動報告

具体的取り組み 主な製品

●  たんぱく質の摂取不足を解消する製品の開発・提供
●  課題解決に向けたレシピ等の価値のある情報の提供

日本

アジア

北米

南米

EMEA※

肉用調味料和風だしの素

乳幼児向け飲料

医療用食品 アミノ酸サプリメント

冷凍食品

アミノ酸サプリメント

メニュー用調味料 スープ

冷凍食品 アミノ酸サプリメント

メニュー用調味料

風味調味料

医療用食品

※Europe, the Middle East and Africa

冷凍食品

スープ アミノ酸サプリメント

アミノ酸プライムミックス

アミノ酸プライムミックス

アミノ酸プライムミックス

アミノ酸プライムミックス

アミノ酸プライムミックス

実績

おいしい減糖と減脂	

健康に関するグローバルの議論では、肥満や糖尿病といった課題も注目されています。味の素グ
ループでは砂糖の代替甘味料やレシピ等の開発により、自社製品や取引先の製品の減糖・減脂に
も注力しています。

▶  P13

ステークホルダーとの対話・連携
マテリアリティ

Our Philosophy
ESG・サステナビリティに関する体制

GRI203-2
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■減糖の取り組み
味の素グループは、アミノ酸の生産技術を活かし、アスパルテーム（砂糖の約200倍の甘味度）、
アドバンテーム（砂糖の20,000〜40,000倍の甘味度）のアミノ酸系甘味素材を有しています。
高甘味度甘味料を使いこなすことで、甘味を損なうことなく、生活者の減糖ニーズに応える甘味
アプリケーションを、食品、飲料等の幅広い分野のユーザーへ提供しています。また、当社グルー
プでは、まろやかな甘さで糖類ゼロの「パルスイート®」や、自然な甘みで食品の味わいをひきた
てるBtoB向けの「PAL SWEET DIET®」のほか、ブラジルで販売しているアスパルテームを使用
した粉末ジュース「Refresco FIT」等、減糖に配慮した製品を提供しています。2020年にはタイ
で従来品に比べて50％糖分を削減した缶コーヒー「Birdy®」の新製品2種を発売しました。
これらの製品を通じて、適切な糖摂取をサポートしています。

■減脂の取り組み
味の素グループは、料理に「コク」（厚み、ボディ感）を与える物質を発見し、これを「コク味」物質と
呼んでいます。「コク味」物質には油脂感を補う機能があることがわかりつつあります。この機能
を活かし、特許製法でレギュラーマヨネーズと同様のコクを有しながらカロリーを65%カット（当
社マヨネーズ比）した「ピュアセレクト® コクうま®」や、脂肪分を50％カットしたクリーミングパウ
ダー「マリーム®」低脂肪タイプ等を開発・販売しています。

食と健康の課題解決への貢献 ▶ マテリアリティ別活動報告

具体的取り組み 主な製品

●  砂糖や脂肪の過剰摂取に配慮したおいしい製品
の開発・提供
例）甘味料・コク味物質等の素材・配合技術を使っ

た呈味の改良
●  課題解決に向けたレシピ等の価値のある情報の

提供

日本

アジア

南米

粉末飲料

缶入り飲料

粉末飲料

甘味料 調味料 クリーミングパウダー

実績

野菜や果物の摂取促進	

味の素グループは、栄養バランスの良い食事のサポートを通じて、ビタミン、ミネラル等の栄養
源である野菜や果物の摂取を促進しています。例えば、生活者がより多くの野菜・果物を摂取す
るようなレシピを製品パッケージに表示しています。
日本では、厚生労働省「国民健康・栄養調査」で野菜摂取量が全国最下位だった愛知県の状況を
改善すべく、「ラブベジ®」プロジェクトを推進しています。野菜の摂取量を増やすために、管理栄
養学を学ぶ学生たちによるレシピコンテストや、地元の料理研究家、カフェ、NPOと連携したメ
ニュー開発、量販店と連携した売り場提案等、様々な取り組みを実施してきました。このプロジェ
クトは全社的な動きとなり、2019年度末時点で全国25都府県へと広がっています。

ステークホルダーとの対話・連携
マテリアリティ

Our Philosophy
ESG・サステナビリティに関する体制
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食と健康の課題解決への貢献 ▶ マテリアリティ別活動報告

具体的取り組み 主な製品

●  野菜や果物の摂取を促進する調味料や冷凍食品
の開発・提供　

●  課題解決に向けたレシピ等の価値のある情報の
提供

●  行政・流通・メディアと連携した地域エコシステム
の構築　　　
例） 日本における「ラブベジ®」の全国25都府県へ

の展開（2019年度）

日本

アジア

北米

EMEA

メニュー用調味料

冷凍食品（野菜入りギョーザ）

冷凍食品（野菜入りギョーザ）洋風スープの素 スープ

風味調味料

冷凍食品（野菜入りやきそば）

WHOによると、全世界の高齢者の約20%が筋肉量や筋力の強化につながるたんぱく質等の必
須栄養素を十分に摂取できていません。これは、介護が必要な人が増えることを意味しており、
健康長寿の観点から大きな課題だといえます。また、豊かな地球環境を次の世代に受け継ぐとい
う観点から、味の素グループは持続可能かつ多様なたんぱく質摂取の促進に取り組んでおり、多
様なたんぱく質の活用・製品化を進めています。一般的に植物由来のたんぱく質は、動物由来の
たんぱく質と比べ、アミノ酸バランスが悪く栄養価が低い場合が多くあります。味の素グループ
は不足するアミノ酸を強化することで栄養価を高め、たんぱく質摂取向上に貢献できると考えて
います。
味の素（株）は、イスラエルにおいてヒノマン社（Hinoman Ltd.）が育成者権を保有する高たんぱ
く※な水草／ウキクサの一種「Mankai」の日本における独占販売権を取得しました。「Mankai」
は既存のたんぱく質素材に比べて体内での消化・吸収効率に優れ、ビタミン、ミネラル、オメガ３
脂肪酸等の不飽和脂肪酸や食物繊維等を含む優れた栄養価値を有する植物素材です。また、少
量の水、光、栄養素で栽培できるため環境への負荷が少なく、短期間で効率的に生産することが
できます。現在、「Mankai」と当社の加工等の技術力、製品開発力、マーケティング力を組み合わ
せた栄養バランスの良い新製品の開発を進めています。
※ 「Mankai」（乾燥粉末）の栄養成分のうち約45％がたんぱく質。

実績

多様な由来のたんぱく質摂取促進	

ステークホルダーとの対話・連携
マテリアリティ

Our Philosophy
ESG・サステナビリティに関する体制
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食と健康の課題解決への貢献 ▶ マテリアリティ別活動報告

具体的取り組み 主な製品

●  非動物性たんぱく質摂取を促進する製品の開発・
提供

　例） うま味調味料/MSG等の素材・配合技術を
使った非動物性たんぱく質の呈味改良

日本

EMEA

豆入りスープ

豆入りスープ

「Mankai」使用製品（開発中）

実績

栄養バランスの良い食事	

具体的取り組み

●栄養バランスの良い食事に関する情報の提供
　例） 当社グループ各社WEBサイトを通じた年代別、オケージョン別のメニュー提案
●栄養バランス改善活動
　例）　 「勝ち飯®」（日本）、「Kachimeshi」（タイ、インドネシア等）によるからだづくり・コンディショニング

サポート 
政府の栄養改善活動の支援「Pinggang Pinoy®」（フィリピン） 
学校給食プロジェクト（ベトナム、インドネシア） 
国際学会等におけるアカデミア・行政との連携

味の素グループは創業以来、アミノ酸のはたらきを活用して、風味豊かで栄養価が高い、栄養バ
ランスのとれた食事の推進に努めることで、人々のウェルビーイング（充実した人生）への貢献に
取り組んできました。
推進にあたっては、各国・地域の食生活や嗜好に合わせたおいしさを提供することを前提としています。
また、生活者一人ひとりのライフスタイル・食に求める価値の多様化に対応した栄養の提供や、学校・病
院等の施設で提供される栄養価の高い食事の提供等、 健康への包括的なアプローチも重視しています。

味の素グループは、従業員の健康を最も重要な基盤の一つであると考え、職場の栄養改善に注
力するとともに、従業員の栄養に関するリテラシーの向上に取り組んでいます。
2019年6月、味の素（株）は従業員のために、有識者を招いて健康栄養講演会を実施し、「健康長
寿実現に向けたプレシニア期（50代〜60代半ば）からの食事摂取」と題して生活習慣のポイント
を紹介しました。また、2020年１月に全国の社員食堂で、各事業所の健康課題を加味したメニュー

「MyHealthランチ」の提供を開始しました。「主食・主菜・副菜・汁物」を基本に、野菜とたんぱく
質のバランスや塩分量に配慮したセットメニューを提供し、従業員の「こころとからだの健康」の
実現を目指しています。

実績

職場の栄養改善	

具体的取り組み

●  従業員およびその家族に向けた栄養改善 
例） 社員食堂におけるバランスメニューの提供、栄養士による従業員への栄養セミナーとガイダンス、

授乳室の設置（日本）

▶  P25

ステークホルダーとの対話・連携
マテリアリティ

Our Philosophy
ESG・サステナビリティに関する体制
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■政府の栄養改善活動への支援（フィリピン）
フィリピンでは、低体重、肥満といった不足栄養と過剰栄養の課題が同時に生じており、炭水化物に
偏りがちな栄養バランスがその一因と考えられています。このような課題に対し、フィリピン政府は
WHO等と共同で、健康的な食習慣を身に付けるための食事ガイド「Pinggang Pinoy®」を開発しま
した。フィリピン味の素社は2018年度より、フィリピンの保健省等、複数の政府機関と連携し、自社の
製品・サービスを通じて「Pinggang Pinoy®」の普及と実践をサポートしています。
具体的には、味の素グループの知見と製品を活かしたおいしく、健康的で、簡単で、手頃な価格のメ
ニューを開発し、生活者が日々の食事を楽しみながら栄養課題を解決できるよう自社WEBサイトや
SNSで発信したり、製品パッケージを通じたコミュニケーションを行ったりしています。メニュー開発
にあたっては、現地の日常の食事と生活者の属性情報をデータベース化した味の素グループ独自
のシステム「a-MENU」を用い、食生活・調理の実態から国の摂取基準に対して不足しがちな栄養素

（野菜・果物の摂取量不足によるビタミンやミネラル等）あるいは過剰傾向の栄養素（炭水化物や塩
分等）を把握した結果を活かしています。また、主婦向けに教育イベントを開催し、栄養不良の二重負
荷の影響について啓発するとともに、当社グループ製品を活用したレシピの調理デモンストレーショ
ンを行う等、栄養課題解決のヒントを提供しています。
今後も当社グループの強みを活かした取り組みを通じて栄養や食事に関する知識レベルの向上に
努め、フィリピンの人々の栄養課題解決に貢献していきます。

食と健康の課題解決への貢献 ▶ マテリアリティ別活動報告

■「勝ち飯®」によるからだづくり・コンディショニングサポート
味の素（株）は2003年より、日本オリンピック委員会と共同で「ビクトリープロジェクト®」を推進して
おり、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、現在、日本で生活者向けの「勝ち飯®」普及活動を展
開しています。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メニューを量販店
の店頭、飲食店、社員食堂等で提案し、生活者のからだづくり・コンディショニングを支援しています。
また、行政との連携等も推進し、各地域に即したメニュー提案も行っています。
日本で育まれた「勝ち飯®」のモデルを参考に、現在海外6カ国で「Kachimeshi」を展開し、各国のアス
リートのサポートを行っています。このうち、タイ、インドネシア、フィリピン、シンガポールにおいてはア
セアン「ビクトリープロジェクト」を展開し、アスリートや競技団体を栄養・食事の面からサポートしてい
ます。2019年11〜12月に開催された第30回South East Asian Games（東南アジア競技大会）
では、当社グループがサポートしている選手・団体が数多く金メダルを獲得する好成績を納めました。

フィリピン味の素社WEBサイトでの一週間分の献立提案

栄養バランスのとれた献立例

ステークホルダーとの対話・連携
マテリアリティ

Our Philosophy
ESG・サステナビリティに関する体制
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食と健康の課題解決への貢献 ▶ マテリアリティ別活動報告

実績

その他の取り組み	

具体的取り組み 主な製品

●  微量栄養素等の摂取不足を解消する製品の開発・
提供

日本

アジア

北米

クリーミングパウダー（ビタミン、カルシウム） サプリメント（ビタミン、ミネラル）

サプリメント（ビタミン、ミネラル） 調味料（カルシウム）

医療用食品（アミノ酸代謝異常患者向け等）

味の素グループは、栄養改善にあたって、個別製品・メニューの栄養素の質と量を適正にすること
に着目しています。そのためには、必要な栄養素の補給も重要と考えています。
フィリピンでは、2019年11月に「AJI SAVORTM ON RICE」を発売しました。この製品は、日本
のふりかけに着想を得て、フィリピンの主食である米にふりかけることで手軽にカルシウムの摂
取量を増やすことができるよう設計されています。フィリピンでは全年齢層でカルシウム摂取量
が不足していることから、製品を通じて適切なカルシウム摂取に貢献していきます。
また、日本では、2020年5月に栄養機能食品「マルチビタミン＆ミネラル」を発売しました。この
製品は、日々の健康維持に欠かせない12種類のビタミンと9種類のミネラルを配合しており、生
活習慣や食生活の乱れにより不足しがちな栄養素の摂取をサポートします。

ステークホルダーとの対話・連携
マテリアリティ

Our Philosophy
ESG・サステナビリティに関する体制
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食と健康の課題解決への貢献 ▶ マテリアリティ別活動報告

■ 幼少期・少年期の栄養課題への貢献
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、
都市部では肥満・高体重の子どもが増加しています。ベトナム味の素社は、こうした課題を解決す
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
育訓練省や保健省等の中央行政と共に、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おり、プロジェクトを通じて、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・導入を行っています。2020年3月時点で、学校給食プロジェクトの
活動は62の自治体、4,000以上の小学校に広がっています。
インドネシアでは、低体重、発育阻害、貧血の子どもの割合が高く、深刻な社会課題となっていま
す。インドネシア味の素社は、2018年度よりInstitut Pertanian Bogor Universityの栄養学
科と協働して、学校給食プロジェクトを実施しています。10カ月のプログラムで10代の生徒を
対象に栄養バランスの良い給食の提供と栄養教育を実施し、バランスの良い栄養摂取と生活習
慣への行動変容や貧血状態の改善につながりました。2019年度以降も本プロジェクトを継続し、
子どもたちの健康課題の解決に貢献していきます。

■ 若年女性の栄養課題への対応（日本）
日本においては、20〜30代女性の「やせ」が社会課題の一つとなっています。不健康なやせ方に
よる体調不良、将来生まれてくる子どもの肥満発症リスク、筋肉量不足による糖尿病発症リスク、
高齢になったときの転倒・骨折リスク等が指摘されています。
味の素（株）は2020年3月に『女性のセルフケアBOOK基礎編』を発行し、神奈川県栄養士会等
に配布、WEBでも公開しています。女性のからだの生涯にわたる変化を解説し、適切な栄養摂取
や運動習慣について提案しています。

ステークホルダーとの対話・連携
マテリアリティ

Our Philosophy
ESG・サステナビリティに関する体制

年代別の栄養課題へのアプローチ	

味の素グループは、栄養分野の主要なステークホルダーと共に、乳幼児や高齢者等、年代別の栄
養課題に取り組んでいます。

■ 乳幼児期の栄養課題への貢献
味の素グループは、（公財）味の素ファンデーションへの寄付を通じて、同財団によるガーナ栄養
改善プロジェクトへの支援を行い、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。

実績

▶  P110

GRI203-2
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■ 高齢者の栄養課題への対応（日本）
高齢者は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、これによる活動量の減少、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。
味の素（株）は、強みとするたんぱく質・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・啓発を行い、予防につなげています。また、医療従事者、栄養士、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、専門家との
連携を強化しています。さらに、業務用商品サイトで高齢者特有のからだの変化に配慮し、健康
維持を目指したおいしく食べやすい食事を提案する「しっかり食べて低栄養予防 食べサポ」を公
開しています。食事を食べやすくするテクニックや、製品を活用したメニュー提案、食材ごとの調
理法等を紹介し、高齢者の栄養摂取をサポートしています。

食と健康の課題解決への貢献 ▶ マテリアリティ別活動報告

低栄養の悪循環 低栄養予防の3つの柱

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

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、
　町内会等に参加する

3つの柱は
互いに影響

味の素グループは、国際会議への参加や世界のオピニオンリーダーとの対話等を通じて、世界の
栄養課題について理解を深めるとともに、その解決に向けた知見・ノウハウの公開を積極的に行
い、グローバルな連携を通じた栄養課題の解決を目指しています。

■ 「2nd Well Aging Society Summit Asia-Japan」での講演
2019年10月、世界から有識者や大企業、スタートアップ企業、投資家、官公庁等が一堂に会
し、超高齢社会に対応する世界の取り組みやソリューションの方向性について論議する国際会議

「2nd Well Aging Society Summit Asia-Japan」が開催されました。
味の素（株）取締役社長の西井孝明はパネルディスカッションに登壇し、味の素グループの「勝ち
飯®」や「おいしい減塩」の取り組み、ベトナム学校給食プロジェクト、（公財）味の素ファンデーショ
ンが進めるガーナ母子栄養改善等の栄養課題の解決事例を紹介し、ステークホルダーと意見交
換を行いました。

実績

栄養課題の解決に向けたイニシアティブ	

ステークホルダーとの対話・連携
マテリアリティ

Our Philosophy
ESG・サステナビリティに関する体制

▶  しっかり食べて低
栄養予防 食べサポ

GRI102-12
GRI203-2

https://www.ajinomoto.co.jp/foodservice/kondatesan/tokushu/08/
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■ 第7回アフリカ開発会議における出展等
2019年8月、横浜市で「第7回アフリカ開発会議（TICAD7）」が開催されました。アフリカ53カ国、
52カ国の開発パートナー諸国、108の国際機関および地域機関の代表ならびに民間セクターや
NGO等市民社会の代表等、10,000名以上が参加したこの会議で、味の素グループはブースを
出展し、うま味・MSGの安全性や現地で販売している調味料の紹介を行いました。
この機会を利用して、味の素（株）取締役社長の西井孝明は、栄養分野で著名なGAIN※1財団代表
のハダード博士、 ATNF※2代表のカウワー氏と面談を実施し、当社グループの目指す栄養改善へ
の理解促進と、栄養改善啓発活動の拡大へ向けて、GAINのリーダーシップと支援、ATNFでの理
解を求めました。

■ ムハンマド・バンデ第74回国連総会議長との対話
2019年7月、味の素（株）本社にて、取締役社長の西井孝明とムハンマド・バンデ次期国連総会議
長（当時）による対話を行いました。バンデ氏は、SDGsの達成の中でも特にゴール2「飢餓をゼロ
に」に強い関心を寄せています。味の素グループからはアフリカにおける栄養改善、農業支援、製
品開発についてプレゼンテーションするとともに、（公財）味の素ファンデーションが進めるガーナ
栄養改善プロジェクトの進捗について紹介しました。

■ アジア栄養学会議2019への参加
2019年8月、インドネシア・バリで「アジア栄養学会議2019」が開催されました。味の素グルー
プは本会議のスポンサーとして、ブースを出展するとともに、シンポジウムを開催しました。
ブースでは、「アミノバイタル®」、「Prottie®」、「味の素®」、「Masako®」等当社グループの製品を
通じた実践的な栄養改善に関する展示や、フィリピンとインドネシアの学校給食プロジェクトの紹
介を通じて、味の素グループがアジア太平洋地域の栄養課題の解決に貢献していることを発信
しました。また、シンポジウムでは専門家を招き、アジアにおける栄養プロファイリングシステム
についての教育講演を行いました。

食と健康の課題解決への貢献 ▶ マテリアリティ別活動報告
ステークホルダーとの対話・連携

マテリアリティ

Our Philosophy
ESG・サステナビリティに関する体制

※1 The Global Alliance for Improved Nutrition。2002年に国連主導で発足したNGO。本部はスイス・ジュネーブ。
※2  Access to Nutrition Foundation。栄養改善活動のランキング「ATNI（Access to Nutrition Index）を取りまと

めている財団。




