Our Philosophy

サステナビリティの考え方

マテリアリティ

サプライチェーン

ステークホルダーとの対話・連携

マテリアリティ別活動報告

食と健康の課題解決への貢献
味の素グループは創業より、うま味を活かした栄養豊富でおいしい食を普及させ人々を健康にしたいと
いう創業者の志を継ぎ、その思いを世界へと広げてきました。現代社会における食・栄養の課題やニー
ズは多様化・複雑化していますが、味の素グループは事業を通じて栄養へのインパクトを最大化するこ
とを目指しています。その実現のために、アミノ酸に関する知見を活用して栄養バランスの良いメニュー
を奨励し、世界中の人々の健康増進と食習慣の改善に寄与します。

具体例
・ 不足栄養・過剰栄養の改善（顧客の便益）

・ 再生医療

・ 乳幼児、若年女性、高齢者栄養

・ 予防医療

・ 健康なこころ

関連する機会とリスク（○機会 / ●リスク）
〇健康課題の深刻化・多様化による食事・運動等の
生活習慣の見直し

〇予測予防への食と栄養の関与

〇ブランドへの信頼獲得

●健康・栄養分野における競争激化

〇再生医療技術、抗体医薬・核酸医薬の発展

〇健康・栄養関連の法制化・ルール強化（砂糖税・栄養表示）

味の素グループの主要な取り組み
・栄養プロファイリングシステムの製品開発への利用

・おいしく摂取し、心身のすこやかさにつながる食品・
アミノ酸製品およびメニューの提供
・おいしい減塩（うま味）

・栄養改善に役立つ製品・サービスの個別提案
（パーソナル栄養）

・たんぱく質摂取の推進

・
「アミノインデックス技術」による予防医療への貢献

・おいしい減糖、減脂

・再生医療用培地の提供

・職場の栄養改善

・バイオ医薬品の受託開発・製造

貢献する SDGs のゴール

栄養コミットメントの定量 KPI
栄養価値を高めた製品 の割合
※

栄養価値を高めた製品のうち、
「おいしい減塩」「たんぱく質摂取」に役立つ製品の提供
アミノ酸の生理機能や栄養機能を活用した製品の利用機会
従業員への栄養教育

FY20

FY25(目標)

FY30(目標)

31％

—

60％

年間2.8億人

—

年間4億人

（基準年）

—

2倍

460人

延べ10万人

—

※ 主要な栄養プロファイリングシステムで用いられる栄養素について、グローバルな基準を踏まえて設定した基準を満たす製品

味の素グループ
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うま味による減塩の定量化
実績
GRI203-DMA
>P
 27

味の素グループは、2030年までに実現したいアウトカムの一つに10億人の健康寿命延伸を掲げていま
す。その実現に向けて、健康課題の中でも「過剰な塩分摂取」にフォーカスを当て、うま味の呈味機
能による「おいしい減塩」の実現を目指しています。しかし、うま味による定量的な減塩効果はこれま
で明らかにされていませんでした。
味の素グループは、2020年8月よりアカデミアと連携し、世界保健機関（WHO）の取り組み※1も考慮
しながら、うま味による減塩効果の検証を進めています（U20 Healthy Umami Research Project）
。
その第一歩として、食品のおいしさを維持しながら、うま味で減塩できる減塩率を日本人が日常的に摂
取する食品の品目ごとに設定し、人口平均摂取量から人口レベルでの減塩効果を分析しました。その
結果、うま味を活用することで、日本人の現在の食生活の実態に照らして1日当たりの平均食塩摂取量
を12-21％（1.3-2.2g）減らせることがわかりました。この研究結果は、2021年7月に査読前論文公開
サイトでプレプリント版として報告されました。今後は、G20加盟国に分析対象を拡大していく予定です。
このプロジェクトの結果を活用し、日本の国民栄養調査データ等を用いたアカデミアとの共同研究を進め、
減塩による削減 DALYs ※2の推定に取り組んでいます。これにより、うま味による減塩のインパクトを
可視化し、健康寿命延伸に向けた科学的根拠として、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。
※1 W
 HO の NCD Global Monitoring Framework では、2025年までに食塩の摂取30％減（2011年比）を掲げている。
※2 D
 isability-Adjusted Life Years の略。障害の程度や障害を有する期間を加味した生存年数のこと。
「早死により失わ
れた期間」と「疾病により障害を余儀なくされた期間」を足すことで算出される。1990年代初めにハーバード大学の
マーレー教授らが開発した。DALY は疾病や障害に対する負担を総合的に示すものであり、平均寿命とは異なる保健ア
ウトカム指標として WHO や世界銀行が採用。公衆衛生と健康影響評価の分野で健康寿命と相補的な指標としてグロー
バルに用いられつつある。

うま味を活用した場合の食塩摂取量の推定結果
現状
（うま味の活用なし）
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推定
（普遍的にうま味を活用した場合※3）
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15

10

5

0

5

10

15

20

25
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※3 塩分を含有した食品の100% をうま味を活用して減塩した食品に置き換えた場合を指す。

健康寿命と DALYs の関係
メインカラー

サブカラー
青

文字色

文字色

健康損失期間

背景カラー
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死亡

ディープグレー

100%

75%

50%

緑色

文字色

文字色

文字色

冷凍食品
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文字色
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味の素グループ
文字色
文字色
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食と健康の課題解決への貢献

アミノ酸の機能と技術の活用

>E
 nhancing Life
with Amino
Acids（英語のみ）

化学者である池田菊苗博士は、まだ世の中に認知されていない味が日本の伝統的な昆布だしの
中にあることに気付いて研究を進め、1908年に昆布だしの中からアミノ酸の一つであるグルタ
ミン酸の抽出に成功しました。この味をうま味と命名し、グルタミン酸を日々手軽に、うま味
やおいしさを付与できるうま味調味料として生産する方法を発明しました。そして、当社創業
者の二代鈴木三郎助が、池田博士より事業化の依頼を受け、1909年に「味の素 R」として世に
送り出しました。
以来、味の素グループは、アミノ酸について研究を重ね、より良い社会の実現のためにアミノ
酸をどのように活用できるかを見出す努力を続けてきました。

アミノ酸のはたらきを活用したアプローチ
ヒトの体の約20％はたんぱく質でできています。このたんぱく質を構成しているのが、20種類
のアミノ酸です。アミノ酸は、いろいろな組み合わせで多数つながることで、約10万種類もの
たんぱく質を形作ります。
アミノ酸は、体の中で作られるものもありますが、9つのアミノ酸は必須アミノ酸と呼ばれ食事
から摂取することが不可欠です。アミノ酸は生命を維持する上で重要なはたらきを持っているため、
日々の食事等から他の栄養素と共にバランス良く十分量を摂取する必要があります。
アミノ酸には、呈味機能、栄養機能、生理機能、反応性の4つの機能があります。味の素グループは、
アミノ酸のそれらの機能と設計・探索・生産・評価といった技術を活用し、様々なイノベーショ
ンを生み出しています。さらに、アミノ酸の機能の組み合わせも活用して、食品や調味料の領
域のみならず、ヘルスケアや電子材料の領域へと事業を展開しています。

アミノ酸の4つの機能

能
養機 を促す
栄 発育

調を
整え
る

アミノ酸
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>ア
 ミノ酸の機能と
技術の活用事例

味の素グループの事業は、1909年にうま味調味料「味の素 R」の発売とともに始まりました。

呈味
機能
食べ

考え方

サステナビリティデータブック 2021

Our Philosophy

サステナビリティの考え方

マテリアリティ

サプライチェーン

ステークホルダーとの対話・連携

マテリアリティ別活動報告

食と健康の課題解決への貢献
アミノ酸のはたらきを活用したイノベーション
>統
 合 報 告 書2021
P31-32
>P
 91

アミノ酸のはたらきは、健康、ウェルビーイング（実感としての豊かさ）
、未来のためのサステ
ナブルな食品といった様々な社会的課題のソリューションに活かすことができます。味の素グ
ループは、アミノ酸のはたらきを活用して栄養課題を解決し、先進的な技術でイノベーション
を起こすことに注力しており、生活者に関わりの深い「おいしい減塩」と「たんぱく質摂取促進」
を最重点取組項目としています。また、アミノ酸のはたらきを活用して、安全で肌と環境にや
さしい独自のアミノ酸系パーソナルケア素材を開発し、国内外の化粧品メーカーやトイレタリー
メーカーへ販売しています。

科学的根拠に基づく健康・栄養価値の提案
実績
GRI203-2

味の素グループは、世界トップレベルのアミノ酸に関する知見に基づき、快適な生活を支える
製品の開発・販売や、顧客企業へのアミノ酸配合素材および製品設計ソリューションの提供を行っ
ています。
自社品としては、2021年5月に、7種必須アミノ酸※1のはたらきにより、記憶力の衰えを感じて
いる健康な中高年の方の、加齢とともに低下する認知機能の一部である注意力※2と認知的柔軟
性を維持し、前向きな気持ち※3をサポートする機能性表示食品「脳活セブンアミノ」を日本で
発売しました。日本では超高齢化社会を迎え、認知機能低下が大きな社会問題となる中、科学
的根拠に基づく認知機能サポートサプリメントのニーズが高まると期待されます。
顧客企業とは、食品に様々なアミノ酸の機能を付加することで生活者が手軽にアミノ酸を摂取でき、
アミノ酸の健康・栄養価値を実感できるよう取り組んでいます。この BtoBtoC の一連の取り組
みを「ダウンストリーム戦略（ブランド＋インサイド戦略）
」と称し、国内外で展開しています。
この戦略に基づき、複数のアミノ酸を最適な組み合わせに調合したアミノ酸素材「アミノ酸プ
ライムミックス」を顧客に提案し、食品・飲料等の顧客企業の製品に導入されています。
※1 ロ
 イシン、フェニルアラニン、リジン（塩酸塩として）
、イソロイシン、ヒスチジン（塩酸塩として）
、バリン、トリプト
ファン
※2 複数の物事に注意を払える力、重要な物事に素早く注意を向ける力
※3 明るく楽しい気分、意欲的、活動的な状態等

味の素グループ
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アミノ酸プライムミックス素材
ロイシン40％配合必須アミノ酸素材
機能

筋量・筋力の維持・向上

バリン

機能

免疫力向上

シスチン

トリプト
ファン

スレオニン

シスチン・テアニン※1配合素材

メチオニン
テアニン

フェニル
アラニン

病原体

リジン
ヒスチジン

イソロイシン

● 9種類の
必須アミノ酸

グルタチオン

筋たんぱく
づくりを促す
シグナル

M
M

ロイシン

病原体

M：マクロファージ

M

自然免疫

B

NK

NK：NK 細胞

獲得免疫

B：B 細胞
9種類ある必須アミノ酸のうちロイシンには筋肉をつ

シスチン・テアニンにより抗酸化物質「グルタチオン※2」

くり出すシグナルの働きがあります。このロイシンを

がつくられます。このグルタチオンを介して自然免疫を

40％配合することで効率的に必須アミノ酸が体内に取

活性化し、さらに獲得免疫も活性化することにより、病

り込まれ、筋量・筋力の維持・向上につながります。

原体への攻撃力が高まります。

アルギニン・グルタミン酸塩配合素材
機能

胃の運動機能改善、食欲改善

アルギニン

ヒスチジン・ビタミン B6ミックス配合素材
機能

疲労感軽減、作業効率改善

グルタミン酸

胃をふくらませ

胃を動かして

いったん

食物を小腸へ

食物を溜める

送り出す

ヒスタ
ミン

ヒスチジン脱炭酸
ヒスチ
ジン

食物
経口摂取
小腸
（想定されるメカニズム）

ヒスチ
ジン

小腸
消化吸収

（想定されるメカニズム）

脳内
血中

ヒスチ
ジン

血中へ
移行

ヒスチジンは、脳内で睡眠不足やストレスにより減少す
アルギニン・グルタミン酸塩により、胃の運動機能が高
まり、飲食による胃部不快感を軽減する働きがあります。

るヒスタミンに合成され、疲労感を軽減したり、単純な
記憶や判断を必要とする作業効率を改善したりします。
ビタミン B6はヒスチジンの働きを助けます。

※1 お茶の葉に含まれるアミノ酸。グルタミン酸の誘導体で、摂取すると体内でグルタミン酸とエチルアミンに分解される。
※2 生
 体内で重要な抗酸化物質で、グルタミン酸・システイン・グリシンの3つのアミノ酸が結合した物質。シスチン単
体でもグルタチオン量は上昇するが、グルタミン酸誘導体のテアニンが加わることで、その量が有意に上昇する。

味の素グループ
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考え方
>D
 ecade of
Action on
Nutrition
（英語のみ）
>統
 合 報 告 書2021
P35-36
>栄
 養・健康

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
「不足栄養」と「過剰栄養」の問題が混在する「栄養不良の二
題が世界中で増大しています※1。
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、
「食と健康の課題解決」への貢献に向けた中核となる
活動として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 ※2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
しています。当社グループが目指すアウトカム「2030年までに10億人の健康寿命延伸」の実
現に向け、栄養改善での道筋と KPI を示すコミットメントを2021年に策定しました。今後、コミッ
トメントの達成状況を確認しながら、さらに栄養改善に関する活動を推進していきます。
※1 国連「Decade of Action on Nutrition（栄養のための行動の10年）
」
※2 Quality of Life：生活の質

栄養コミットメント
私たちは、2030年までに、生活者との接点を現在の7億人から増やすとともに、
「妥協なき栄養」
のアプローチにより以下の取り組みを進め、おいしさに加え栄養の観点で顧客価値を高めた
製品・情報を提供することで、10億人の健康寿命の延伸に貢献します。
■
●

生活者との豊富な接点を活かし、うま味によるおいしい減塩の実践を支援

7
 億人の生活者との接点を活かして、うま味による減塩の認知を高め、より多くの人々がお
いしさを損なうことなく減塩を実践できるように支援します。

■
●

健康に役立つ製品の提供により、生活者の健康増進に貢献

味
 の素グループ栄養プロファイリングシステム（ANPS）を製品開発に活用します。そして、
おいしさを大切にしつつ、栄養価値を高めた製品の割合を2030年度までに60％に増やします。

●

栄
 養価値を高めた製品のうち、
「おいしい減塩」
「たんぱく質摂取」に役立つ製品を、2030

●

ア
 ミノ酸の生理機能や栄養機能を活用し、2030年度までに、健康に貢献する製品の利用機

年度までに年間4億人に提供します。
会を2020年度と比べて2倍に増やします。
■
●

健康や栄養改善に役立つ情報の提供により、生活者の意識・行動変容を支援

健
 康と栄養改善に役立つ情報や実践しやすく食習慣の改善につながるメニュー・レシピを
提供し、おいしく栄養バランスの良い食事の実践と健康的な生活を支援します。

■

従業員の栄養リテラシー向上

●

職
 場での健康的な食事の提供、栄養教育、健康診断、産育休制度を推進し、全従業員の健

●

2025年度までに、従業員向けの栄養教育を延べ10万人に対し実施します。

康維持・増進を図ります。

味の素グループ

25

サステナビリティデータブック 2021

サステナビリティの考え方

Our Philosophy

マテリアリティ

サプライチェーン

ステークホルダーとの対話・連携

マテリアリティ別活動報告

食と健康の課題解決への貢献
■「妥協なき栄養」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・
販売を積極的に行っていますが、生活者が楽しむおいしさを妥
協することはありません。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〜あらゆる人に栄養を届ける〜

「味の素 R」
「AJI-NO-MOTO®
」

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
手のしやすさ（availability）
、購入のしやすさ（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貢献
します。
●

地域や個人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。

味の素グループの栄養へのアプローチ

上記のアプローチを実現するための取り組みの詳細は、P27～35をご覧ください。
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Our Philosophy

サステナビリティの考え方

マテリアリティ

サプライチェーン

ステークホルダーとの対話・連携

マテリアリティ別活動報告

食と健康の課題解決への貢献
栄養に関するマネジメント体制
体制
>栄
 養に関するグ
ループポリシー
>P
3

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、栄養に関する取り組みを強化しています。栄養に関するテーマの
方針および戦略は、サステナビリティ担当役員のもと、サステナビリティ推進部が策定し、事
業部門の活動のフォローや情報のとりまとめ、経営会議および取締役会への報告も行っています。

栄養プロファイリングシステムの製品開発への活用
実績
GRI203-2

味の素グループは、製品の栄養価値を可視化し、継続的な改善につなげるための基盤として「味
の素グループ栄養プロファイリングシステム（ANPS）
」を日系企業としては初めて導入しました。
おいしさを大切にしつつ、栄養価値を高めた製品※1の割合を2030年度までに60% に増やすこ
とを目標としています。2020年度の実績は、31% でした。2021年3月現在、日本を含む7カ国、
9法人の製品約500品種に対して ANPS を導入しています。
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※2、ナトリウム、飽和脂肪酸※3）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
用いたメニュー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。
※1 主要な栄養プロファイリングシステムで用いられる栄養素について、グローバルな基準を踏まえて設定した基準を満たす製品
※2 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
※3 主に動物性の脂肪に含まれる脂肪酸

栄養へのアプローチ実現のための取り組み
おいしい減塩
実績
GRI203-2
>P
 21

塩分の過剰摂取がもたらすリスクが世界的に深刻化しており、WHO も減塩の取り組み※4を掲
げ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、独自技術（例：う
ま味によるおいしさの提供、うま味調味料・MSG 等の素材や配合技術を使った呈味の改良、酵
素技術を活用した物性改良等）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、アカデミアや行政との連携を通じて、
「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、地域エコシステムの構築を通じて「お
いしい減塩」の社会実装を加速していきます。
※4 NCD Global Monitoring Framework では、2025年までに食塩の摂取30％減（2011年比）を掲げており、2021
年5月には食品カテゴリーごとのナトリウム量のベンチマークも発表された。
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Our Philosophy

サステナビリティの考え方

マテリアリティ

サプライチェーン

ステークホルダーとの対話・連携

マテリアリティ別活動報告

食と健康の課題解決への貢献
主な製品
日本

アジア

塩

北米

冷凍食品

風味調味料

スープ

冷凍食品

南米

風味調味料

EMEA

風味調味料

スープ

※1

風味調味料

スープ

※1 Europe, the Middle East and Africa

■「Smart Salt（スマ塩）
」の取り組み
>統
 合 報 告 書2021
P56
>S
 mart Salt
Project
>は
 じめよう 味の
素（株）のおいし
い減塩

日本食は世界的に健康食として知られていますが、塩分が多いという課題があります。1日当た
りの食塩摂取量が目標量を超過している日本人は80％以上にのぼると見られています（厚生労
働省「国民健康・栄養調査」
（令和元年）20歳以上食塩摂取量より推計）
。厚⽣労働省「⽇本⼈
の⾷事摂取基準（2020年版）
」においては、成人1日当たりの⾷塩相当量の摂取⽬標量が男女
ともに0.5g ずつ引き下げられ、男性7.5g 未満、女性6.5g 未満とされました。
味の素（株）が実施した調査※2では、この目標量を守れていると回答した日本人は5.2% にとど
まりました。多くの生活者が抱える減塩に関する悩み（おいしくない、難しい等）を解決すべく、
当社は2020年7月に「Smart Salt（スマ塩）
」プロジェクトを立ち上げ、うま味やだしを効か
せた「おいしい減塩」の実践を推進しています。本プロジェクト
では、オウンドメディア上の動画や専用サイトでのレシピ等の情
報提供を通じて、うま味調味料や風味調味料を活用したおいし
い減塩を提案しているほか、他社と連携した新たな減塩の取り
組みも計画しています。
海外でも同様の活動が進んでおり、2020〜2021年度に5カ国で8ブランド、22の減塩製品を
発売しているほか、減塩レシピ提供や料理教室の実施等、各グループ会社のオウンドメディア
を通じて減塩を訴求しています。
※2「
『Smart Salt（スマ塩）
』みんなの減塩調査2020」

■ 地域ごとに異なる食と健康課題解決のためのエコシステム構築

味の素グループは、塩分の過剰摂取や野菜摂取の不足等、地域ごとに異なる食と健康の課題に
ついて、行政・流通・メディア・栄養士会等と共に解決に取り組んでいます。減塩に関しては、
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」の開催等の活動を重ね、その結果、同県の食塩摂取量の減少に貢献しまし
た※3。他県でも、それぞれの地方自治体が推進する、減塩を中心とした健康増進プロジェクト
に積極的に参加し、地域連携を深めています。
※3 岩
 手県では、2012年の塩分摂取量が男性12.9g（全国1位）
、女性11.1g（全国1位）が、2016年には男性10.7g（全
国21位）
、女性9.3g（全国18位）に減少しました。
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Our Philosophy

マテリアリティ

サステナビリティの考え方

サプライチェーン

ステークホルダーとの対話・連携

マテリアリティ別活動報告

食と健康の課題解決への貢献
岩手県の減塩エコシステム
行政
●
●

栄養士会

県民意識改革キャンペーン

●

毎月 28 日「いわて減塩・適塩の日」

減塩勉強会・県民啓発

味の素
グループ
●

地域食材・当社グループ減塩製品を
活用した減塩メニューの提案

メディア
●

流通

減塩の啓発、キャンペーン等の紹介、

●

減塩を訴求する店頭イベント、
チラシ、プロモーション

メニューの普及

たんぱく質摂取促進
実績
GRI203-2

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現代社会の
課題です。特に高齢者に関しては、WHO によると全世界の高齢者の約20％がたんぱく質等の
必須栄養素を十分に摂取できておらず、健康長寿の観点から大きな課題といえます。味の素グルー
プは、たんぱく質を豊富に含む食事の風味を向上させる調味料や質の低いたんぱく質源に不足
しているアミノ酸の提供を通じて、たんぱく質摂取の促進に取り組んでいます。また、WEB サ
イトや SNS を通じてレシピやメニューの情報提供（病院・介護施設向け提案等）に取り組んで
います。

主な製品
日本

肉用調味料

メニュー用調味料

アジア

スープ

冷凍食品

アミノ酸サプリメント

北米

メニュー用調味料

医療用食品

南米

アミノ酸サプリメント

冷凍食品

EMEA

風味調味料

アミノ酸サプリメント

味の素グループ
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冷凍食品

Our Philosophy

サステナビリティの考え方

マテリアリティ

サプライチェーン

ステークホルダーとの対話・連携

マテリアリティ別活動報告

食と健康の課題解決への貢献
■ 高齢者の栄養課題への対応（日本・欧州）
>し
 っかり食べて低
栄養予防 食べサ
ポ

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。

低栄養の悪循環

低栄養予防の3つの柱

食欲の低下

しっかり食べる！ 栄養

たんぱく質・エネルギーの
摂取不足

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
●

低栄養の
悪循環

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

しっかり動く！ 運動
適度に歩く
 ょっと頑張って
●ち
筋トレする
●

3つの柱は
互いに影響

外出や交流を楽しむ！
社会参加
 味活動、ボランティア、
●趣

町内会等に参加する

2020年12月には、連結子会社である味の素キャンブルック社を通じて、アイルランドのサプリメ
ント会社のニュアルトラ社を買収しました。ニュアルトラ社は、疾患による食事制限を受けていたり、
加齢により栄養不足に陥っていたりする高齢者向けに、高エネルギー・高たんぱく医療食品の一種
であるオーラルニュートリションサプリメント（ONS）を開発し、英国とアイルランドで販売して
います。味の素グループが培ってきた「おいしさ設計技術 R」やアミノ酸の生理機能に関する知見
をニュアルトラ社の ONS 事業に適用することで、従来の ONS 製品で課題となっていた味・バラエ
ティ・価格等に関する不満を解消し、ユーザーの QOL 向上を目指します。
■ 伝統食テンペの簡便でおいしい、高たんぱくメニュー提案（インドネシア）

新型コロナウイルスの感染拡大を受け健康志向が高まる中、インドネシアの伝統的な食品である大豆
発酵食品テンペは、特に世帯収入が減少した低所得者層にとって、重要なたんぱく源となっています。
2021年1月、インドネシア味の素社は、メニュー用調味料「Sajiku®」の新品種を発売しました。調
理の頻度が高いタフ＆テンペゴレン（豆腐とテンペの揚げ物）を手頃な価格でおいしく、簡単に調
理できるメニュー用調味料を通じて、同社が掲げるメッセージ「Keep in Touch with Delicious
Nutritious Meal（おいしくて栄養価の高い食品を食べよう）
」をインドネシアの家庭にお届けしています。

おいしい減糖と減脂
実績
GRI203-2

健康に関するグローバルの議論では、糖分や脂質の過剰摂取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「コク味」物質の開発、それらの素材・配合技術を使
用した呈味の改良により、自社製品や顧客企業の製品の減糖・減脂にも注力しています。

味の素グループ
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Our Philosophy

サステナビリティの考え方

マテリアリティ

サプライチェーン

ステークホルダーとの対話・連携

マテリアリティ別活動報告

食と健康の課題解決への貢献
主な製品
日本

アジア

粉末飲料

甘味料

調味料

南米

コーヒー飲料

粉末飲料

■ 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）等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 R」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 DIETR」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年度には、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。同製品は砂糖含量を減らしながら味覚品質を保つために社内外の適切な技術
を選択・応用し、減糖とおいしさの両立を実現しました。無糖の製品も上市し、タイのコーヒー
市場に低糖・無糖セグメントという新しい選択肢を創出、生活者に対して新しい提案を行って
います。また、米国で BtoB 向けステビア甘味料「AJISWEETTM RA」を発売しました。
■ 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 Rコクうま R」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 R」低脂肪タイプ等を開発・販売しています。

野菜や果物の摂取促進
実績
GRI203-2

味の素グループは、調味料や冷凍食品の提供を通じて、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。

主な製品
日本

メニュー用調味料

アジア

洋風スープの素

北米

風味調味料

EMEA

冷凍食品（野菜入りやきそば）

味の素グループ

スープ
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ステークホルダーとの対話・連携

マテリアリティ別活動報告

食と健康の課題解決への貢献
■ 野菜摂取促進の「ラブベジ R」プロジェクト（日本）
>「ラブベジ」野菜を

おいしく食べよう

日本では、
「ラブベジ R」プロジェクトを推進し厚生労働省が推奨する「野菜の摂取目標1日
350g 以上」の実践を応援しています。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2015年に開始したもので、管理栄養学を学ぶ学生たちによるレシピコンテスト、カット野菜
メーカーとの協働 PR 製品の発売、量販店と連携した売り場でのレシピ提案等を展開しています。
2020年度には、産官民学と協働しながら、WEB サイトや SNS も活用し若い世代にも野菜を好
きになっておいしく食べてもらう活動を37都府県に拡げました。この「ラブベジ R」の活動を
含む「地域の食と健康の課題を解決する取り組み」が評価され、当社は消費者庁主催の「令和2
年度消費者志向経営優良事例表彰」において、
「地域と共に生きる」というテーマの消費者庁長
官賞（特別枠）で表彰を受けました。今後も「ラブベジ R」の活動を発展させ、地域と共に栄
養課題の解決に取り組みます。

多様な由来のたんぱく質摂取促進
実績
GRI203-2
>プ
 レスリリース

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います。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のが一般的です。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おり、自
社製品の開発のほか、BtoB 顧客への植物由来の代替肉の味、香り、食感を良くするためのソリュー
ション提供や、植物肉の開発を手掛けるスタートアップとの協業を実施しています。
味の素（株）は、イスラエルのヒノマン社（Hinoman Ltd.）が育成者権を保有する高たんぱく※1
な葉野菜の一種「Mankai」の日本における独占販売権を取得しています。
「Mankai」は既存
のたんぱく質素材に比べてアミノ酸バランスが良く、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。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。こ
の新規原料を活用したベジタブルドリンク「Mankai®［マンカイ］※2」を2021年7月に発売し
ました。
※1「Mankai」
（乾燥粉末）の栄養成分のうち約45％がたんぱく質。
※2 Mankai® は Hinoman Ltd. の登録商標です。

主な製品
日本

EMEA

豆入りスープ

「Mankai」使用粉末飲料

豆入りスープ

■ 豆や野菜の栄養摂取の提案（日本）

日本では特に50〜60代の女性において、豆や野菜を積極的に取り入れてたんぱく質や食物繊維を摂
取したいと考える人が増えています（味の素（株）調べ）
。しかし、子どもの独立等に伴って家族で
食卓を囲む機会が少なくなると、メニューの品数が減り、食事の栄養バランスが崩れがちになります。
そこで当社は、副菜および汁物の役割を果たすメニューとして、
「クノール Rポタージュで食べる
豆と野菜」を2020年8月に発売しました。袋のまま電子レンジで温めるだけで手軽に一品追加でき、
素材由来のたんぱく質や食物繊維等が摂取できる提案を通じて、健康で豊かな食生活の実現に貢献
します。

味の素グループ
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職場の栄養改善
実績
GRI203-2
GRI403-5
GRI403-6

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。2020年度より
従業員の栄養リテラシー向上の取り組みを開始、栄養の基礎に関するコンテンツを作成し、順
次勉強会を実施しています。2025年度までに従業員向けの栄養教育を延べ10万人に実施する
ことを目標としています。

栄養リテラシー向上の取り組み
2020年度

●
●

部署横断型のプロジェクトメンバーで、栄養リテラシー教育コンテンツを作成
味の素（株）の国内営業部門に在籍する460名に対し栄養リテラシー勉強会を実施

味の素（株）全従業員へ「栄養の基礎」e ラーニングを実施
応用編や重点取組にフォーカスした教育コンテンツを作成
● 国内外グループ会社への展開に向けて始動
●

2021年度

●

2025年度まで

●

教材をアーカイブ化

■ グループ各社の職場の栄養改善に向けた取り組み

味の素ヘルス・アンド・ニュートリション・ノースアメリカ社では、
「栄養とフィットネス」
「こ
ころの健康」
「ファイナンス」
「コミュニティ」
「ワークライフバランス」の5つを柱とした独自のウェ
ルネスプログラムを展開しています。特に、セミナー、教材、職場での新鮮な果物等の健康的
な食品の提供、より健康的なライフスタイルの促進等、従業員への栄養教育と機会提供に重点
を置いています。
ブラジル味の素社でも、従業員の健康を支える多様なプログラムを提供しています。食堂での
バランスのとれたメニュー提供、職場でのストレッチやエクササイズ、栄養に関するセミナー
や料理教室の開催等のほか、健康保険会社と連携した日常的に電話やアプリによる相談が可能
な健康サポートプランの整備を実施しています。さらに、心身の健康や健康的な食生活の表彰
制度を設け、モチベーションの向上に役立てています。
味の素（株）では、社員食堂で栄養バランスの良いメニューを提供しているほか、事業所に授
乳室を設置しています。
■ 従業員の栄養教育に関するアライアンス

味の素（株）は、国際的な消費財の業界団体である CGF と国際的な栄養改善の NGO である
GAIN が発足した Workforce Nutrition Alliance（WNA）に関し、両団体と意見交換を実施
しています。WNA では、2025年までに加盟組織やサプライチェーンを含む300万人以上の従
業員が健康的で安全な食事・栄養へのアクセスと知識を得られることを目指しており、
「職場で
の健康的な食事」
「栄養教育」
「栄養学的な健康診断」
「母乳育児支援」の4領域にフォーカスを
当てて活動しています。味の素（株）では、今後の従業員の栄養教育にこの4領域を反映してい
く考えです。

味の素グループ
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食と健康の課題解決への貢献
栄養バランスの良い食事
実績
GRI203-2

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（実感としての豊かさ）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。
■ 栄養不良の二重負荷改善への支援（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年度より政府機関と連携し、
「Pinggang Pinoy®
」の普及と実践をサポー
トする「Mag-Pinggang Pinoy®Tayo!」
（MPPT）プログラムを実施しています。これまでに本プロ
グラムを通じて、自社の製品・サービスを活用した、安全で栄養バランスが良く、おいしく楽しい食
のソリューションを数千世帯に提供してきました。
同社は 2021年度よりフィリピン大学ロスバニョス校人間生態学部人間栄養食品研究所
（UPLB-IHNF）
およびリサールのカインタ地方自治体（LGU）と提携し、MPPT プログラムの子どもの栄養改善へ
の影響に関する介入研究を行っています。同研究にてエビデンスを取得し、MPPT プログラムの他地
域への展開を目指しています。

■ 母子栄養の改善への貢献（ベトナム）

ベトナムでは、一般的に妊娠中や授乳中の女性や幼い子どもが必要とする栄養についての知識が限ら
れており、母子の栄養状態に課題があります。ベトナム味の素社は2020年12月にベトナム保健省と
「Mother & Children Project」を開始しました。その一環として、国立栄養研究所の栄養基準に基づ
き開発した1,300以上のメニューを収録し、食生活チェックツール等の機能も搭載したソフトウェアを開発、
工場見学等の場を活用して提供したり、全国の医療機関や婦人連合会等を通じて提供したりしています。
オンライントレーニング等も実施し、今後もベトナムの母子栄養の改善を支援していきます。
■ 学校給食を通じた幼少期・少年期の栄養課題への対応（ベトナム、インドネシア）

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。2021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、4,262の小学校に広がっています。

味の素グループ
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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年度よりボゴール農科大学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、行動変容や貧血状態の改善につなげています。2020
年度は、実施校の拡大を目指し、本プログラムの自主導入を推進するガイダンスブックを作成
しました。新たに連携を開始した宗教省との協働を通じて、2021年度以降も本プログラムを継
続・拡大していきます。
■ 乳幼児期の栄養課題への対応（ガーナ）

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。

その他の取り組み（微量栄養素）
実績
GRI203-2

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。
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。同年7月には機能性表示食
品「ブルーベリー＆ルテイン」を発売しました。目の疲労感を緩和する成分ビルベリー由来ア
ントシアニンと、目のコントラスト感度を改善する成分とルテインを配合しており、目の潤い
と手元のピント調節機能をサポートします。

主な製品
日本

アジア

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

サプリメント

（ルテイン等）

北米

（ビタミン、ミネラル）

パンケーキミックス

（カルシウム、亜鉛）

南米

医療用食品

粉末飲料

（アミノ酸代謝異常患者向け等）

（鉄分、カルシウム、ビタミン）

栄養課題の解決に向けたイニシアティブ
実績
GRI102-12
GRI203-2

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。

>統
 合報告書2021
P43
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■ 国連食料システムサミット2021に向けて
>国
 連食料システム
サミット（英語のみ）

2021年 9 月、国 連 食 料 シ ス テ ム サ ミ ッ ト (FSS：Food Systems
Summit) が開催されました。これは、SDGs 達成のためには持続可
能な食料システムへの転換が必要不可欠だという考えに基づき開催
される国連主催のサミットです。様々な業界の企業のトップが世界の食料の生産、入手、評
価、消費の方法等、食料システムの課題やあるべき姿について国連に助言する準備会議、CEO
Consultation（C-FSS）が2020年から計5回開催され、計40-50社が参加しました。味の素グ
ループは日本企業として唯一、1回目から参加し、
「妥協なき栄養」を基本姿勢とした栄養改善
のアプローチを実現したいというメッセージ発信を行いました。また、2021年7月に行われた
プレサミットでは、味の素（株）代表執行役社長の西井孝明が飢餓撲滅（Zero Hunger）の実
現に向けた決意を表明し、当社グループの栄養改善の取り組み事例を紹介しました。

> 東京栄養サミット


■ 東京栄養サミット2021に向けて

2021年12月に、東京栄養サミットが開催される予定です。ロンドンオリン
ピック開催を機に2013年に初めて開催された栄養サミットは、リオデジャ
ネイロ、東京と引き継がれてきました。栄養サミットでは、多様なステー
クホルダーが栄養改善の現状・課題を確認し、課題解決に向けた国際的な
取り組みを議論します。味の素グループは、日本企業では唯一、第1回サミットに参加しており、
そこでの経験も踏まえ、今回のサミットに登録する栄養改善のコミットメントを策定しました。
日本の企業やアカデミア等が連携する栄養改善事業推進プラットフォーム NJPPP ※にも参画し
ており、会員企業・団体と共に、栄養改善に向けた日本ならではの貢献のあり方をまとめ、東
京栄養サミットで発表する予定です。また、同サミットでの日本政府によるコミットメントに
対して、他の会員と協力して積極的に提言していきます。
> Building

better
food systems
for nutrition and
health（英語のみ）
> Nature

Outlook
sustainable
nutrition
（英語のみ）

栄養改善に向けたスポンサーシップ活動や学会活動支援も継続的に行っています。学術書籍出
版で世界をリードする Springer Nature に協力し、東京栄養サミットに向けたアカデミックイ
ベントの企画や科学的議論の支援を実施しています。そのほか、アメリカ栄養学会（ASN）
、嗅
味覚化学受容学会（AChemS）
、日本栄養改善学会を支援し、若手研究者の育成に貢献すると
ともに、おいしさと栄養に関係するアカデミアの活動を支援しています。
※ Nutrition Japan Public Private Platform

■ CGF-Japan Day での登壇

栄養に関する大規模な国際会議を控え、グローバルな視点を学ぶとともに、日本の視座と貢献
について議論を深めることを目的として2021年5月、
“The Consumer Goods Forum-Japan
Day 2021”が開催されました。
“栄養改善に向けた日本からの発信”セッションに味の素（株）
代表執行役社長の西井孝明が登壇し、日本の「勝ち飯 R」
「アミノインデックス R＆パーソナルケア」
、
ベトナムの「学校給食プロジェクト」
、米国の「UMAMI プロジェクト」等の事例を交えながら
当社グループの栄養戦略について説明しました。パネル討議では、当社グループらしい取り組
みとして、全従業員の栄養リテラシー向上を推進していることも発信しました。
■ GAIN 等主催栄養強化に関する第2回グローバルサミットでの登壇

2021年3月、微量栄養素強化食品を開発、生産、促進するための民間セクターと公的機関の協
力の重要性と、国連食料システムサミットおよび東京栄養サミットに向けた新たな取り組みの
機会を強調するサミットが開催されました。このサミットに味の素（株）執行役の森島千佳が
登壇し、世界の栄養課題解決に向けて味の素グループがアミノ酸のはたらきで貢献できることや、
公的機関と協力して栄養課題解決に取り組んだ当社グループの事例を紹介しました。
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健康課題解決への取り組み
再生医療※1の実現に向けて
実績
GRI203-2

再生医療用培地※2の実用化
再生医療は、移植医療が持つ課題を解決する根治療法として、現在世界中で研究が進められて
います。細胞を培養するための培地の必須成分である医薬グレードのアミノ酸を生産している
味の素グループは、2014年に非動物由来の精製された成分のみで構成された iPS 細胞※3・ES 細
胞 ※4用培地「StemFitR」AK03の開発に成功、2016年に「StemFitR」AK03N として販売を
開始しました。2019年には、間葉系幹細胞（MSC）※5用、肝細胞等の分化誘導用の培地も発売
し、製品ラインアップを拡充しました。
2018年にコージンバイオ（株）との合弁で設立した味の素コージンバイオ（株）では、2020
年2月に再生医療における臨床用培地を生産する工場が完工、バリデーション（設備が設計通り
に稼働するかどうかの確認）
、品質監査も完了し、8月に味の素グループの再生医療用培地製品
を皮切りに製造受託品の生産を開始しています。
再生医療用培地の需要は今後拡大すると見込まれています。味の素グループは、高品質のアミノ酸、
アミノ酸に関する知見、発酵技術、配合技術等を活用し、日本の再生医療領域におけるプレゼ
ンスを高めるとともに、今後は北米をはじめとする海外でも再生医療用培地の事業拡大を狙います。

再生医療における培地の役割
iPS/ES 細胞

心筋細胞へ分化

細胞分離・ 間葉系幹細胞
細胞増殖
初期化

細胞分化

※7

心不全等
の治療

培地

成長因子※6
糖
脂肪

ミネラル
成長因子

神経細胞へ分化

ビタミン
アミノ酸

脊髄損傷等
の治療

※1	機能障害・不全・欠陥に陥った生体組織に、正常な機能を有する細胞や組織を人為的に再現、移植導入し、組織修復・
機能の再生を行う医療。
※2 細胞が必要とするアミノ酸、糖質、脂質、ビタミン、ミネラルに成長因子等をバランス良く含む栄養液。
※3	人間の体の細胞に、数種の因子を導入することで、様々な組織や臓器の細胞に分化する能力（Pluripotency）とほぼ
無限に増殖する能力を併せ持つ細胞に変化した、人工多能性幹細胞（Induced Pluripotent Stem Cell）
。
※4	人間の胚の内部細胞塊を用いてつくられた胚性幹細胞（Embryonic Stem Cell）
。体を構成する様々な組織や臓器の細
胞へと分化する能力を持つ。
※5	間 葉系に属する骨芽細胞、脂肪細胞、筋細胞、軟骨細胞等の細胞への分化能を持つ細胞で、骨、血管、心筋の再構築
等の再生医療への応用が期待されている。
※6 ヒトや動物の体内において、特定の細胞の増殖や分化を促進するタンパク質の総称。
※7 iPS/ES 細胞から体を構成する様々な組織や臓器の細胞へと変化させること。
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食と健康の課題解決への貢献
「アミノインデックス技術」
実績
GRI203-2

「アミノインデックス Rリスクスクリーニング（AIRSR）
」は、血液中のアミノ酸濃度バランスか
ら、三大疾病（がん、脳卒中、心疾患）等のリスクを一度に評価する味の素グループ独自のサー
ビスです。
2020年10月より、生活習慣病リスクスクリーニング（AILSR）に現在の認知機能低下の可能性
を評価する項目を追加し、サービスを開始しました。日本では高齢化の進展とともに認知症の
患者数も増加しており、認知症の前段階と考えられている軽度認知障害※も含めた発症リスクは、
大きな健康課題の一つとなっています。認知機能が低下している方では、健常な方に比べて血
液中のアミノ酸濃度のうち、リジン、スレオニン、バリン、ロイシン、ヒスチジン、グルタミン、
アスパラギンが有意に低位を示すことから、
「AILS（認知機能低下）
」ではこれらも含むアミノ
酸の変動を評価し、現在の認知機能低下の可能性を明らかにします。
今後も「アミノインデックス技術」を活用し、様々な疾病の早期発見や予防につながるサー
ビスを拡充するとともに、統合的な食と健康のソリューションサービスを提供することにより、
生活者の快適な生活の実現に寄与します。
※正
 常と認知症の中間ともいえる状態のことだが、日常生活への影響はほとんどなく、認知症とは診断できない。軽度認
知障害の方のうち年間で10〜15％が認知症に移行するとされている。

生活改善ソリューションの拡充に向けたスマートフォンアプリ
実績
GRI203-2
>統
 合報告書2021
P51

2021年4月より、AIRSR受診者をはじめ一般ユーザー向けに生活改善を支援する情報を提供
するスマートフォン用アプリ「amino ステップ TM」のサービスを開始しました。このアプリは、
株式会社 Mediplat と味の素（株）が共同開発したもので、AIRSR受診後の支援を強化するこ
とで受診者の満足度を向上するとともに、未病段階からからだの状態を知り、行動を変え、生
活改善のきっかけとなることを目指しています。AIRSRの検査結果の記録やそれに応じた生活
改善アドバイスだけでなく、歩くことでたまるアプリ内のポイント「amino マイル」やヘルス
ケアに関するクイズ等、楽しみながら健康維持につなげる機能を備えています。また、医師に
直接チャットで健康相談ができる機能も提供しています。
同じく2021年4月、45～64歳の一般生活者をコアターゲットに、生活習慣の改善を通じて認
知機能維持をサポートするスマートフォンアプリ「100年健脳手帳 R」を公開しました。本アプ
リの開発にあたっては、
（国研）国立長寿医療研究センターとの認知機能に関する共同開発の成
果を活用しました。本アプリでは、スマートフォンで撮影した食事の画像から栄養素やその摂
取量を記録し、スマートフォンとの自動連携で、運動、睡眠の時間も手軽に記録することがで
きます。これらのデータから、認知機能の維持に関する研究に基づく「認知機能キープスコア」
を100点満点でスコア化して表示するとともに、食事、運動、睡眠の改善につながるアドバイ
スを毎日行い、ユーザーの認知機能維持を長期にわたってサポートしていくことを目指します。
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パーソナル栄養エコシステム
パーソナル栄養エコシステム
健康に関するカスタマージャーニー

検査受診する

自分の体を知る

相談する

生活改善を始める・楽しむ

リスクを可視化（気づき）

生活改善行動のきっかけ

アミノインデックス®
リスクスクリーニング検査

aminoステップ TM
（アプリ）

AICS®
がんリスク

AILS®
生活習慣病リスク
2020年10月開始

認知機能低下
リスク

治療

生活習慣改善
タイプ把握

健康に過ごす

末永く健康な生活をサポート

2021年４月公開

ウォークラリー

2021年度以降

生活改善ソリューションの拡充

認知機能

100年健脳手帳 ®

クイズ・アンケート
健康相談

食事

生活改善ガイド
検査結果登録・閲覧

食品
サプリメント
（ECサイト）

運動

運動 スポーツイベント

健康寿命をテーマとした産学連携
>統
 合報告書2021
P62

2020年4月、弘前大学と味の素（株）は、弘前大学大学院医学研究科内に健康寿命延伸をテー
マとする共同研究講座※「デジタルニュートリション学講座」を開設しました。この共同研究講
座を通じて、高齢者の課題や生活習慣病の予防につながるソリューションを開発し、生活者の
健康増進・栄養改善に貢献していきます。
※企
 業等が資金を提供して大学に設置する研究組織。大学は研究者と施設・設備を提供するほか、出資企業等からの研究
者を受け入れ、大学と出資企業等とが対等な立場で研究組織を運営して共同研究を行う。
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TOPIC
GRI203-2

トップアスリートから一般生活者へと拡大する「勝ち飯 R」の取り組み
味の素（株）は2003年より、国際競技力向上およびメダル獲得数増のため、アミノ酸のは
たらきを活用して、日本代表選手およびその候補選手のコンディショニングサポート活動「ビ
クトリープロジェクト R」を推進してきました。その長期にわたるサポート活動の知見とスポー
ツ栄養学の裏付けを活かし、食とアミノ酸による栄養プログラム「勝ち飯 R」を確立し、世
界で活躍するトップアスリートに対してコンディショニングサポートを行っています。
そこで得た知見を凝縮し、日本で一般生活者向けの「勝ち飯 R」普及も推進しています。ア
ミノ酸のはたらきを活用した製品・サービスの提供をはじめ、健康・栄養情報の発信や無理
なくおいしく作ることのできるテーマ別のメニュー提案を行い、生活者の健康なからだづく
りやコンディショニングを支援しています。中でも、ご当地「勝ち飯 R」の活動は、自治体
と協働して地域の食材を使い、各地の食習慣に合わせた栄養バランスの良い献立提案を健康
増進策として展開しています。
2021年度より一般生活者向けの「勝ち飯 R」施策の新たな展開として、
（株）アールビーズ

※

との連携を強化しています。同社および全国の自治体と連携し、ウォーキングイベントの開催や、
地域メディアで「勝ち飯 R」情報の発信を行うほか、量販店の店頭でのイベント・フェアや「勝
ち飯 R」セミナー等、計13の自治体との連携を目指しています。
ま た、
「勝 ち 飯 R」を 活 用し た「食 の パ ー ソ ナ ラ イ ズ」ニ ー ズ へ の 対 応 も 強 化 し て い ま
す。2021年3月より、スポーツに励む中高生と、その食事を作る保護者に向けて、
「勝ち飯
RAI」のβ版テスト運用を開始しました。からだづくりの意識が高くても、各自に適した実
践方法が見つからないという中高生とその保護者は大勢います。
「勝
ち飯 RAI」は、
「ビクトリープロジェクト R」管理栄養士が監修する
スマートフォンアプリで、スポーツ栄養科学に則って各自に最適化
した具体的な献立をアウトプットする点が特長です。中高生アスリー
トの年齢や身長、体組成（体重・体脂肪率）
、種目や体重に関する
目標（現状維持、減量、増量）から、各自に必要な栄養素を算出し、
のデータベースよりその条件を満

レシピサイト

たす1日分の献立を提案します。さらに中高生による評価をもとに、
各自に合わせたメニューや量を提案できるよう AI が学習します。今後、 「勝ち飯 RAI」アプリ画面

テスト運用で集まったデータを活用してアプリを高度化し、より一

人ひとりのライフスタイルに適した提案を行い、健康なからだづくりへの貢献を目指します。
海外では、日本の「勝ち飯 R」モデルを参考に、現在6カ国で「Kachimeshi」を展開し、各
国のアスリートのコンディショニング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・食事の面でサポートしています。
※雑
 誌『ランナーズ』の出版社であり、マラソン・ウォーキング大会を運営するイベント会社。
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