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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、われわれ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。13
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栄養へのアプローチ

アミノ酸のはたらきを
活用して

「妥協なき栄養」を推進し、
世界中の人々の
QOLを改善

生活習慣病や栄養不足等、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する中、
「おいしい減塩」と「たんぱく質摂取促進」に最も重点的に取り組み、
おいしく栄養バランスの良い食事をサポートします。

栄養を取り巻く社会課題

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、健康寿命の観点から大きな課題だと
いえます。加えて、高齢者予備軍である成人のメタボリック
シンドローム人口も増加しています。

今後、さらに高齢化が進み、生活習慣病の一層の深刻化
が予測される中、毎日の食生活と密接に関わる食品企業に
求められる社会的な責任と期待がますます高まっていま
す。

過剰な塩分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。すでに全世界の人口の20%
が高血圧状態にあるといわれており、タイ、日本、ベトナム
等味の素グループの主要事業展開国においても塩分摂取
量はWHO推奨値を大きく上回っています。 

一方で、高齢者の栄養不足による虚弱化も進んでいま
す。WHOによれば、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

塩分摂取量 （g/日 ： 2010年） 平均寿命と健康寿命 （出生時 ： 2017年）

出典 ： WHO, “Noncommunicable diseases country profiles”
出典 ：  WHO, “World Health Statistics - Life expectancy and 

Healthy life expectancy, Data by country”
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栄養へのアプローチ

「妥協なき栄養」〜栄養へのアプローチに関する基本的な考え方

食の嗜好、資源、原料、ステークホルダーを尊重し、われわ
れのオペレーションモデルをそれらに適応させています。
さらに社会課題や生活者の食への価値観の多様化、すなわ
ち個々人に適した対応も重視していきます。

栄養戦略の最重点取組項目として、「おいしい減塩」「た
んぱく質摂取促進」に注力します。加えて、「おいしい減糖と
減脂」「野菜や果物の摂取促進」「多様な由来のたんぱく質
摂取促進」「職場の栄養改善」という４つの重点取組項目を
定めました。アミノ酸のはたらきを活用しながらこれらに取
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を改善します。

栄養に関する課題解決に貢献する製品・ソリューション
を提供する上で味の素グループが大切にしているのは、

「Nutrition without compromise（妥協なき栄養）」の姿
勢です。当社グループは次の3つを妥協しません。1つ目は

「おいしさ」です。創業の礎であるアミノ酸のはたらきを活
かし、減塩等の健康価値だけでなくおいしさも追求します。
2つ目は「食へのアクセス」です。世界には入手可能な食品
が限られている人々がいますが、製品、原料、流通、利便性
等に対する取り組みを通じて、全ての人が健康的で栄養価
の高い食事を摂ることができるよう努めます。最後に「地域
の食生活」です。事業を展開する各ローカル市場の慣習や

味の素グループの栄養へのアプローチ

詳しくは「サステナビリティデータブック2020」をご覧ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/library/databook.html
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栄養へのアプローチ

ます。このサイクルを回すことで、生活者の健康増進に貢
献するとともに、当社グループの製品ポートフォリオの改
善を図ります。将来的には、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、当社グループの調味料
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・導入する計画です。

分過剰摂取という課題に対し、生活習慣病に対するWHO
の取り組み*も考慮して、MSGが公衆栄養上どのような価
値を持つかについてグローバルに検証します。また、その
研究成果を今後、様々な国際会議の場で公表し、世界の公
衆衛生・栄養に携わる人々に発信・訴求していく予定です。

うま味の概念は日本で生まれました。当社グループはお
いしさと栄養改善を結び付け、世界初の「低栄養からの脱
却を目指した」調味料としてMSGを製品化しました。それ
以来、世界中の食事のおいしさと栄養改善に貢献し続けて
います。発明から1世紀を経た今、現代の新たな栄養課題
である塩分過剰摂取を解決するために、うま味の生みの親
である味の素グループの責任として、新たな活用価値を世
界に伝えていきます。

栄養価値を共通の基準で評価開始
2020年４月、味の素グループは栄養プロファイリングシ

ステムを日系企業で初めて導入しました。ANPS-P（for 
Product）は、現行製品だけでなく開発中の製品も含め、各
製品の栄養成分のデータを収集・分析するシステムです。
オーストラリア、ニュージーランドで用いられている
Health Star Rating Systemのスコア算出方法に準拠し
ており、過剰摂取を避けるべき栄養成
分と、不足しがちで摂取が推奨される
栄養成分・食品群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。

第一段階として、日本を含む7ヵ国、9
法人の約500品種の製品を対象に、
ANPS-Pという共通の基準で評価し、
個々の製品の栄養面の課題を抽出す
るとともに、対象製品全体のポートフォ
リオの状況を把握します。その結果を
製品改訂や栄養価値の高い製品の開
発に活かします。上市後、お客様の声を
分析し、さらなる製品改訂へとつなげ

世界の塩分過剰摂取課題に対する 
味の素グループの提言

うま味を活かして「おいしい減塩」に役立つMSG。その
有用性はすでに学術誌や学術団体で認められていますが、
MSGにナトリウムが含まれることから、国連食糧農業機関

（FAO）やWHO等の国際機関や、EUを中心とする各国行
政の一部からは、逆に塩分過剰摂取のリスクと捉えられる
こともあります。一方、MSGの安全性については国際機関
が担保しているものの、過去に広まった誤解を払拭するこ
とは容易ではなく、風評被害が続く一因となっています。

味の素グループは、おいしさにこだわった減塩にフォー
カスし、MSGの有用性および安全性に関する科学的根拠
を蓄積・整理し、国際機関や各国行政に提供していきたい
と考えています。その一環として、2020年度より新たな
研究プロジェクト「U20 Healthy Umami Research 
Project」をスタートさせました。このプロジェクトでは、塩

*  WHOの「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。

栄養プロファイリングシステム

味の素グループ栄養プロファイリングシステム

U20 Healthy Umami Research Project

・生活者への提供
（健康増進への
貢献）
・お客様の声の
分析

製品の栄養価値を
科学的に評価し、
スコアとして可視化

・個々の製品の栄養面の
課題を把握
・製品ポートフォリオを把握

・既存製品の組成改良
・栄養価値の高い製品の開発

詳しくは「サステナビリティデータブック2020」をご覧ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/library/databook.html

味の素グループ 39 統合報告書 2020

Our Vision
Management Plan
Corporate Governance

Introduction
Our Commitment
Our Determination

https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/activity/csr/pdf/2020/SDB2020jp_015-027.pdf#page=2


栄養へのアプローチ

における健康・栄養課題の解決を目指しています。また、日
本における課題解決の成功事例をグローバルに展開して
いく予定です。

味の素グループは、様々なステークホルダーと連携しな
がら、世界中の人々のQOL改善に向け、世界レベルでの活
動も積極的に推進していきます。

消費財業界における環境・社会課題解決を議論
世界約400社の消費財メーカーと小売業者が参加する

「ザ・コンシューマー・グッズ・フォーラム（CGF）」は、サステナ
ビリティ分野の様々な活動を展開しています。味の素（株）
取締役社長の西井孝明は、CGFのボードメンバーの一員
として、イニシアティブの普及と啓発に携わっています。

2019年6月にカナダ・バンクーバーで開催された「CGF
グローバルサミット2019」のボードミーティングでは、業界
全体の環境・社会のサステナビリティ等を議論しました。
また、当社グループのアミノ酸を起点とする取り組みや
うま味に関する情報を発信しました。このサミットでは、

「Coalition of Action（活動連合）」というチームを作り、
企業群がスピード感をもって目標達成に向かう旨決議
がなされました。味の素（株）は活動連合の一つである

「Collaboration for Healthier Lives（CHL ： より健康
な生活への協働）」に参加しており、その日本支部「CGF 
Japan CHL」で共同議長を務めています。CGF Japan 
CHLは、政府や地域行政、大学・研究機関等と連携し、日本

1970年代、米国においてMSGの安全性を疑う声が
広まりました。「チャイニーズレストラン・シンドローム*
の原因はMSG」という根拠のない噂からMSGへの懸念
を抱く消費者が増え、いまだに欧米では「NO MSG」
を掲げるレストランや食品メーカーも見られます。

そうした誤解を解くため、味の素グループは1980～
90年代にMSGの安全性の科学的証明とうま味の
研究を推進しました。そして、米国食品医薬品局（FDA）
等の国際機関がMSGを検証し、安全であると公表
しました。2000年代に入り、当社グループはうま味の

生理機能の研究を進めました。その結果、うま味や
グルタミン酸の受容体が発見され、5番目の味覚とし
てのうま味の認知や、食物の消化吸収への関与等の
解明が進みました。現在もイベントやSNS等を通じ
て、MSGの安全性と有用性を訴求しています。
*  中華料理を食べた後に発生するとされるしびれ、脱力感、動悸等の

症状群

1970年代から続く誤解を解消するために
MSGの安全性訴求とうま味の研究を推進

MSGへの誤解の払しょく

CGFにおけるイニシアティブ

「CGFグローバルサミット2019」にて

詳しくは「サステナビリティデータブック2020」をご覧ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/library/databook.html

MSGについてはこちらもご覧ください。（英語のみ）
https://www.whyusemsg.com
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