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

製品の安全・安心の確保
味の素グループは創業以来、常に「お客様第一」の姿勢で製品・サービスの安全・安心に対する努力を
続けてきました。お客様が口にする食品を扱うメーカーだからこそ、品質保証や適切な情報開示は重要
な課題です。加えて、お客様の要望に真摯に耳を傾け、お応えしていくことも大切にしており、この積
み重ねにより、お客様に信頼と満足を感じていただける製品・サービスをお届けしていきます。経営のリー
ダーシップのもと、従業員一人ひとりが安全で高品質な製品・サービスの提供に最善を尽くし、世界中
のお客様のより良い生活に貢献することを目指します。

具体例
・製品の品質と安全性

・食品への新技術応用

・適切な情報公開とラベリング

・宗教対応

関連する機会とリスク（○機会 / ●リスク）
〇お客様の満足度向上によるブランドへの信頼獲得

●うま味・MSG に対するネガティブな風評の拡大による事
業への影響

〇ステークホルダーへの適切な情報公開による信頼獲得

●製品の品質クレーム・トラブルによるお客様からの信頼低下

味の素グループの主要な取り組み
・製品パッケージや WEB サイトでの適切な情報共有

・味の素グループ品質保証システム「ASQUA（アスカ）
」
に基づく品質保証活動の徹底と人財育成

・
「お客様の声」の製品・サービスの開発・改善への反映
・うま味・MSG の価値共有のためのコミュニケーションを
強化

貢献する SDGs のゴール

味の素グループ
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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

製品の安全・安心の確保

品質マネジメント
考え方
GRI416-DMA
GRI417-DMA
>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

味の素グループは創業以来、
「お客様第一」の姿勢で製品・サービスの安全・安心に対する努力
を続けてきました。製品・サービスの安全・安心を実現するためには、徹底した品質保証体制
の確立や適切な情報開示が不可欠です。加えて、お客様の要望に真摯に耳を傾け、お応えして
いくことで、お客様に信頼と満足を感じていただける製品・サービスをお届けしていきます。

品質保証システム「ASQUA（アスカ）
」
味 の 素 グ ル ー プ は、独 自 の 品 質 保 証 シ ス テ ム「ASQUA（ア ス カ：Ajinomoto System of
Quality Assurance）
」を運用しています。2021年3月現在、101社に対して「ASQUA（アス
カ）
」を適用しています。
「ASQUA（ア ス カ）
」は、品 質 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム の 国 際 規 格 ISO 9001を 骨 格 に、
HACCP ※1や GMP ※2等の製造の管理基準と味の素グループ独自の考え方や基準を取り入れて構
「品質保証規程」
「品質
成されています。また、
「ASQUA（アスカ）
」は、グループポリシー※3、
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に基づき運用されています。
開発・原材料調達から販売・お客様とのコミュニケーションに至るまでの品質基準は、社内外
の動向に合わせて随時見直しています。2020年度は法規改正に伴い、
「商品表示基準」および「食
品包材の安全衛生基準」の2基準を改定しました。

「ASQUA（アスカ）
」の構成

「ASQUA（アスカ）
」の文書体系

グループ
ポリシー

味の素グループ独自の
考え方や基準

味の素グループ
共通順守事項

品質保証規則
（ISO 9001＋味の素グループ要求事項）

製造の管理基準
HACCP

品質保証規程

GMP

品質基準
（HACCP基準、GMP基準等を含む全29基準）

品質マネジメントシステムの
国際規格

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）

ISO 9001

※1 Hazard Analysis and Critical Control Point の略。安全で衛生的な食品を製造するための管理基準。
※2 Good Manufacturing Practice の略。製品の製造管理に関する基準を示すもの。
※3「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」

味の素グループ
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製品の安全・安心の確保
「ASQUA（アスカ）
」の品質基準一覧
7. 製造（10基準）
・ 食品GMP＊
・ 食品添加物GMP＊

1. 文書管理（1基準）
2. 教育・訓練（1基準）
3. 規格設定、検査（3基準）

・ 品質規格設定
・ 包材規格設定

・ 香粧品素材GMP＊
・ 原薬GMP＊

・
・
・
4. 品質アセスメント（1基準） ・

・ 検査頻度設定

医薬品製剤GMP
飼料用アミノ酸GMP＊
HACCP
フードディフェンス※1
＊

・ 商品表示基準
・ 食品包材の安全衛生

5. 品質監査（1基準）
6. 購買（2基準）
・ 原材料品質管理

8. 保管・輸送（2基準）

11. 宗教対応（2基準）

・ 保管・輸送管理
・ 倉庫管理

・ Halal※2管理
・ Kosher※3管理

9. 品質情報（2基準）
・ 品質情報管理
・ トレーサビリティ

10. お客様の声対応（4基準）
・ 商品・クレーム対応
・ 品質緊急対応判断
・ お客様の声対応
・ お客様の声反映

* 商品分野に応じて適用

・ 製造委託品品質管理

※1 フ
 ードディフェンス（食品防御）
：原料調達から販売までの全ての段階において、食品への意図的な異物の混入を防
止する取り組み
※2 H
 alal（ハラール）
：アラビア語で「許される」
「合法である」という意味でイスラム法に照らして使用してよい、携わっ
てよいものや行為を示す。食品の場合はイスラム教徒が食べてよいもの。
※3 K
 osher（コーシャ）
：ヘブライ語で「ふさわしい状態」
「適正」を意味する。食品の場合、ユダヤ教で定めたユダヤ
教徒が食べてよいもの。

品質保証の推進体制
体制
GRI416-DMA
GRI417-DMA

味の素グループは、経営会議の下部機構として品質保証会議を設け、品質保証に関する方針お
よび諸施策等を審議しています。品質保証会議ではお客様の要望をもとにグループ全体の品質
保証に関する基本的な方針・計画を立案し、経営会議の承認のもと国内外グループ会社に展開
しています。その遂行状況は半年ごとにレビューしています。品質保証会議での立案・審議事項は、
経営会議および取締役会へ報告しています。

味の素グループ
味の素（株）経営会議および取締役会

ご指摘、
ご要望等

品質に関するグループポリシー、
品質保証規程、計画
品質保証会議

事務局：品質保証部

品質監査

工場

グループ会社

研究所

品質
アセスメント

事業部

品質基準
徹底

お客様
製品・
サービス、
情報等

支社

グループ会社

味の素グループ
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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

製品の安全・安心の確保
第三者認証取得・維持の推進
味の素グループでは、ISO 9001の第三者認証の取得・維持を推進しています。2021年3月現
在、全対象会社78社に対し、57社で ISO 9001を取得しています。未取得の対象会社（多くは
M&A で新たにグループに加わった会社および新規設立会社）についても、認証取得に向けて体
制を整備しています。また、お客様からの要請を受けた場合等は、国際食品安全イニシアティ
ブ（GFSI）承認の FSSC 22000等の認証取得も行っています。

味の素グループ品質保証中期計画
2020-2022年度は、品質保証に関し以下のテーマに重点的に取り組みます。2020年度の個別
の取り組み内容については、関連ページをご参照ください。
指針

重点目標

お客様との約束を守る 品質クレーム、トラブル低減と未然防止力の強化
お客様の期待に応える お客様との双方向コミュニケーションによる魅力ある品質向上とお客様の信頼の確保
確かなマネジメントを 「ASQUA（アスカ）」に基づく品質保証活動の徹底
目指す
品質保証レベル向上に向けた人財育成

品質保証レベル向上に向けた人財育成
実績
GRI416-DMA
GRI417-DMA

味の素グループは、品質保証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、各組織のニーズに合わせて計画的に実施しています。2020年度は新型コ
ロナウイルス感染防止対応として、ほとんどの研修をオンラインまたは e ラーニング形式で行
いました。

2020年度の主な教育
■ 日本
●

グループ従業員向け品質教育（オンライン、e ラーニング）

●

海外拠点赴任予定の品質保証責任者向け教育

●



グループ会社役員・従業員を対象とした「品質のマネジメント・技術に関する検討会」：約
400名参加

●

新任単位組織長 ･ 国内法人長、新任品質保証責任者 ･ 管理者を対象とした「新任トップマネジ
メント層向け品質教育コース」（e ラーニング）

●

食品事業 ISO 9001転入者研修（e ラーニング）

■ 海外
●


グループ会社の課長・係長クラスの品質保証担当者を対象とした「QMS
トレーニングコース」

（e ラーニング）
●

ア
 ジア、ヨーロッパ、米国の規制担当者を対象としたリスクマネジメントに関するセミナー

味の素グループ
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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

製品の安全・安心の確保
サプライチェーンでの品質保証
体制
GRI414-DMA
GRI416-DMA

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全ての段階で「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。

GRI417-DMA
GRI417-1
>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

開発

原材料調達

生産

物流

販売

お客様の声

開発
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に届く仕組みになっています。

原材料調達
体制・実績
GRI308-1
GRI414-1
GRI416-DMA
GRI416-1
>P
 102

「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。
品質リスクの低減や品質レベルの向上に向け、サプライヤーに対し定期的に評価や品質監査、
説明会、アンケートを実施しています。サプライヤーとの連携を強化し、継続的な品質改善に
努めています。2020年度は、監査を行った上で、新たに2社との取引を開始しました。

2020年度の主なサプライヤー監査実績
監査実施組織

監査品目

監査件数

原料関係

味の素（株）

148

包装資材関係

味の素冷凍食品(株)

44

原料関係

158

生産
体制・実績
GRI414-2
GRI416-DMA
GRI416-1

■ 食の安全体制強化

味の素グループは、従業員との信頼関係をベースとした風通しの良い職場風土の醸成が食の安
全体制強化のための要と考えています。その上で、生産設備等のハード面と品質基準やガイド
ライン等のソフト面の見直しや強化により、サプライチェーン全体での意図的な異物混入のリ
スクの極小化および徹底した品質保証に取り組んでいます。

食の安全を保証するための概念図
製造設備等
●
●
●
●

ルール

品質保証カメラ※

●

出入口セキュリティ
作業服

施錠

●
●

等

ポケットレス
の作業服

ハード ソフト
良好な職場風土

工場出入口のセキュリティ

製造ゾーン内のアクセス制限

● トレーサビリティ
●
●

品質保証カメラ

持ち込み物管理

薬剤管理

●

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

等

※ 工場内でのトラブルや作業ミスがないことを確認するカメラ。品質保証カメラの設置により、お客様からの信頼を得る。

味の素グループ
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製品の安全・安心の確保
■ 品質に関するデータ不正対策

データ不正対策のベースとして、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
の醸成に取り組んでいます。その上で、開発・生産に関わるデータ、食品の機能性データ等は、
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、これらの仕組みの適切な運営について内部品質監査、外部認証審査を
通じて常に確認しています。
医薬・原薬関連においては、製品の分析データ等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、これに従った管理を強化しています。
GRI416-2

■ 品質クレーム・トラブル低減への取り組み

GRI417-2

2020年度は、異物混入や固結等による流通回収が4件発生しました。
味の素グループでは、品質クレーム、品質トラブル低減に向け、発生した品質クレーム、品質
トラブル全てに対し、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。品質に
関するトラブル等が発生した際には、その内容と再発防止策を国内外のグループ会社へタイムリー
に発信し、再発防止に努めています。

味の素グループにおけるリコール・流通回収の推移
年度

2016

件数

2017
6

2018
4

2019
4

2020
3

4

物流
体制
GRI416-DMA

「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）等に従い、
製造工場から出荷後、お客様にお届けするまでの製品の保管および輸送において、鮮度や温度、
湿度等の品質管理を徹底しています。

販売
実績
GRI416-DMA
GRI417-DMA
GRI417-1
>製
 品パッケージの
表示

>味
 の素グループの
品質保証

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 サイト上で情報を提供しています。
■ 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、法律で義務付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。
●

開封後の保存方法

●

使用上の注意

●

お客様からの問い合わせが多く、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）の一覧表等によるわかりやすい表示

●

包装資材の材質のわかりやすい表示

●

お客様の問い合わせ窓口

■ WEB サイト

味の素グループグローバル WEB サイトでは、グループ全体の品質保証活動について英語をはじめ、
スペイン語、ポルトガル語、アラビア語で紹介しています。グループ各社の WEB サイトや SNS
においては、製品情報、レシピ情報、製品 FAQ 等、それぞれの国・地域のお客様に合わせた情
報を提供しています。味の素（株）
、味の素冷凍食品（株）
、味の素 AGF（株）
、タイ味の素社では、
各社の WEB サイト上で、品質保証体制や品質保証に関する取り組みについてもわかりやすく紹

味の素グループ
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介しています。2019年に味の素（株）で導入したチャットボット※1を2020年より味の素冷凍
食品（株）と味の素 AGF（株）でも導入しました。
※1「チャット（対話）

」と「ボット（ロボットの略）
」を組み合わせた言葉で、人工知能を活用した自動会話形式の無人コ
ミュニケーションツールのこと。

お客様の声
体制
GRI416-DMA
GRI417-DMA
GRI417-1
>味
 の素グループの
品質保証

■「お客様の声」の反映

味の素グループは、
「ASQUA（アスカ）
」で定めた基準に従い、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。2020年度は、国内グループ会社、タ
イ、ブラジル、インドネシア、ベトナム、フィリピン、マレーシア、ペルーに続き、台湾、韓国
でも基準に従った運用を開始しました。

「お客様の声」を製品づくりに反映する仕組み（グループお客様相談センター※2の例）
お客様

問い
合わせ

グループお客様相談センター

事業部門

担当者による
「お客様の声」
読み込み
緊急の場合は

（毎月）

臨時協議

製造

企画

販売

開発会議（毎月）

「お客様の声」
読み込み会議

開発

「お客様の声」反映会議
（半年ごと）

製品開発・製品改善におけるお客様満足度の向上
※2 味の素（株）
、味の素冷凍食品（株）
、味の素 AGF（株）の消費者相談窓口機能を担う。

実績

TOPIC

2020年度「お客様の声」による改善の実施
味の素（株）のワンタッチ瓶タイプの顆粒調味料「中華あじ」は、調理中に振り入れやすい「振
り出しキャップ」を採用しています。しかし、湯気の出ている調理器具の上で使うと顆粒が付
着したり、中身が固まったりするといったお客様からの声がありました。そこで、キャップの
素材や加工を変更し、付着防止と密閉性向上を実現したキャップに改
善しました。お客様からは、
「湯気の出ている鍋の上で使ってもくっつ
きにくくなった」と、ご満足いただけました。
同キャップは、
「丸鶏がらスープ」＜55g 瓶＞にも採用しています。
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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

製品の安全・安心の確保
■「お客様の声」のモニタリング強化

全ての「お客様の声」はグループ各社で解析していますが、そのうち、健康危害や法令違反等
の重大なトラブルにつながるおそれのあるものについては、味の素（株）においても迅速かつ
客観的・組織横断的に確認・解析しています。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。2020年度は、国内グループ会社、タイ、ブ
ラジル、インドネシア、ベトナム、フィリピン、ペルー、米国、マレーシア、台湾、韓国に続き、
トルコ、ポーランド、フランスにおいても主なグループ会社で同体制での運用を開始しました。

健康危害等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
お客様の声
味の素（株）

味の素グループ
各社で解析

お客様相談センター

事業部門
緊急を要する
案件の共有

客観的かつ

健康危害等トラブルに
つながるおそれのある
お客様の声

グループ会社

健康危害等トラブルにつなが
るおそれのあるお客様の声

品質保証部

組織横断的に
確認・解析

緊急を要する案件の共有

「お客様の声」の内訳（2020年度）
実績

●

味の素（株）
「お客様の声」件数：23,539件（2019年度比91％）

●

味の素グループ国内食品3社※1計の「お客様の声」件数：37,471件（2019年度比88％）

味の素（株）
品質クレーム
｢お客様の声」の内訳 4.6%

ご提案0.6%

ファンレター0.7%

その他11%

表示3%

問い合わせ

包装容器3%

94.2%

※1 味の素（株）
、味の素冷凍食品（株）
、味の素 AGF（株）

取扱店16%

全社問い合わせ
20%

栄養成分4%
安全性5%

問い合わせの
内訳

賞味期間
12%

使用方法11%
原材料・製法9%

品種・価格7%

■ お客様の満足度向上の取り組み

味の素グループ国内食品3社では、品質クレームの対応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。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、2020年度の声として「ご
提起時の応対に満足」96％、
「調査結果報告に満足」79％、
「今後も製品を使用する」88％と、
お客様から回答をいただきました。
2020年度は、外出制限に伴い家庭用製品の需要が増大しました。お客様相談センターでは、日
本で2020年4月に緊急事態宣言が発出された直後は、在宅勤務によるお問い合わせメールへの
対応のみ行いましたが、お客様の疑問や不安を払拭し、安心して製品をご利用いただくために、
電話応対体制を整備し、翌月中旬より他社に先駆けて※2在宅勤務による電話受付を開始し、従
業員の安全を確保しつつサービスの維持向上に努めました。
※2 公
 益社団法人消費者関連専門家会議（ACAP）の調査では、2020年4〜5月の緊急事態宣言発出中において、お客様
対応部門にて新たに在宅勤務を導入した企業は50％強だったのに対し、食品業界では75％以上の企業がオフィスで
の勤務を継続。
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製品の安全・安心の確保

MSG の安全性・有用性の普及
MSG に関する正しい理解を促進するための活動
考え方
GRI417-DMA

味の素グループは、うま味の成分であるグルタミン酸（アミノ酸の一種）を調味料として世
界で初めて製品化し、グローバルにその有用性を普及させてきたリーディングカンパニーです。

>P
 21

グルタミン酸ナトリウム（MSG）を使用することで、食品の呈味向上や減塩、調理時間の短縮、

>K
 now MSG
（英語のみ）

学校・施設給食でのコスト削減等、様々な価値を生み出すことができます。
一方で、MSG は長年にわたって生活者から「ケミカルで健康を害するものではないか」という
漠然とした不安を抱かれてきました。
「無添加」
「化学調味料不使用」
「NO MSG」等の表示が
不安を増幅させ、いまだに生活者の間に誤解が残っています。
味の素グループは、世界中の生活者がネットでつながり、食の安全・安心や健康への関心が高まっ
ている今を好機と捉え、様々なメディアを通じて生産方法や科学的根拠に基づく情報を生活者
と積極的に共有しています。安全性への不安を解消するだけでなく、減塩効果、高齢者の栄養
改善効果等、MSG の有用性を世界に広める取り組みを推進しています。

各地で展開するコミュニケーション活動
実績
GRI417-DMA
>F
 ood &
Wellness Future
Forum 2020
（英語のみ）

味の素グループは、2018年9月に米国で開催した World Umami Forum（WUF）を皮切りに、
MSG の正しい情報の浸透に向け積極的にコミュニケーション活動を展開しています。

日本における生活者向けのフォーラム開催
味の素（株）は、2019年4月、7月、11月の3回にわたり、食品表示の問題、MSG の安全性と風評、
現代に必要なリスクコミュニケーションに関するメディア懇談会を開催しました。第3回懇談会で、
組織、市場、業界、個人の立場の枠を超えた新しいリスクコミュニケーションの「場」を立ち上げ、
生活者と共に「食と健康」に関する正しい情報を分かち合い、真に健康で豊かな社会創造に貢
献することを宣言しました。
そして2020年8月、食に対する風評や不十分な情報により起こる社会課題に関し、生活者の疑
問に答え理解を得るための取り組みとして、
「食と健康の未来フォーラム2020」をオンライン
で開催しました。このフォーラムでは、
『食品添加物のこと、考えてみませんか？～私たちはど
うして「無添加」が気になるのだろう～』と題し、長年誤解や不安感が解けない食品添加物に
ついて取り上げました。有識者や業界の代表者等が登壇し、パネルディスカッションを通して「無
添加という言葉が好まれ、食品添加物が嫌われる原因」や「食品添加物の存在意義や安全性に
関する情報の共有化」について議論を深めました。当日は同時視聴者数1,300名（延べ視聴者数：
2,600名）を超える生活者の参加があり、寄せられた質問にフォーラム内でパネリストが答え
たほか、後日 WEB サイト上でも回答を公開しました。
今後も、生活者にも参加いただくフォーラムを主催し、食と健康の偽情報のリスク払拭に向け、
議論を積み重ねていきます。
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味の素グループが提案するリスクコミュニケーション・フレームワーク
味の素（株）

（発起人／事務局）

食品企業

流通・外食

栄養士・
管理栄養士
料理インフルエンサー

（料理研究家、料理系 SNS

食品関連
業界団体

食と健康に関わる「偽情報」のリスクコミュニケーション

インフルエンサー等）

メディア・ソートリーダー

（例）
 食品添加物の誤解払拭
「ナチュラル」の表現
健康食品の表示問題

関心の高い生活者

食関連 NGO・
NPO・消費者団体

行政

アカデミア・KOL

共有

社会・生活者

日本における栄養士・管理栄養士向けの情報発信
味の素（株）は、栄養士・管理栄養士や料理インフルエンサー向けに、うま味調味料を活用し
たおいしい減塩や、塩分摂取を控えている高齢者の喫食量を上げるための情報をお伝えする
WEB サイトの開設等、うま味調味料に対する理解促進の活動を継続的に行っています。

シンガポールにおける学生向けの講義実施
2021年2月、シンガポール味の素社と味の素（株）は、シンガポール国立大学の学生114名を
対象に「和食とうま味」に関する講義をオンラインで実施しました。
講義では、和食の説明に加えて、うま味や MSG を使って塩分摂取量を減らす方法等も解説しま
した。学生からは多くの質問が寄せられ、活発なディスカッションが行われました。講義後の
感想として「MSG について長年の誤解を正してくれた」
「実際に MSG が含まれているものを初
めて知ることができ、おもしろかった」等、高い満足度を示す声が数多く寄せられました。

タイにおけるオリジナル動画の制作・配信
>Y
 ouTube チャ
ンネル「Let's
Umami」
（タイ語
のみ）
>T
 he Art and
Science of
Umami（タイ語
のみ）

タイ味の素社では、MSG に対する誤解を解くことを目的に、2021年2月よりオリジナルの動画
シリーズ「The Art & Science of Umami」を自社サイト内で4作公開しています。
動画にはタイを代表する健康・栄養の専門家や医師が登場し、MSG について科学的に解説する
とともに、グルタミン酸を多く含む食品・食材の健康効果やうま味を高める調理法等が紹介さ
れています。
他にもタイ味の素社では、WEB サイトや SNS を通じて、うま味や MSG に関する積極的な情報
発信を行っています。

味の素グループ

56

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

製品の安全・安心の確保
米国における多角的なうま味・MSG の普及活動
> Know

MSG
（英語のみ）

味の素グループは、米国の栄養に関連する専門家や団体へ積極的な情報発信を行い、生活者へ
信頼性のある情報を届けるよう、継続して取り組んでいます。
管理栄養士向けには、大学とプラントベースの減塩メニュー開発と官能評価を行い、オピニオ
ンリーダーやインフルエンサーによる情報発信やウェビナー等を通じて、MSG の安全性情報
や減塩への有用性に関する発信を行いました。2020年12月には「米国人のための食事指針」
（Dietary Guidelines for Americans）の改訂があり、摂取塩分量の課題が注目されたことに
より、MSG の減塩効果に対する管理栄養士の関心や理解が促進されています。
生活者向けには、SNS 等のメディアで MSG に関する情報発信や“Know MSG”キャンペーン※等、
MSG の正しい情報に触れる機会を増やしたことで、食に関心の高いミレニアル世代を中心に理
解が進み、態度変容への動きが促進されつつあります。
こうした動きを受けて、大手外食チェーンや加工食品メーカーが MSG を採用し、そのことがメ
ディアで情報発信される動きも起きています。一方で、MSG の安全性への懸念、
「無添加」
（MSG
回避）に関する記事も引き続き発信されています。味の素グループは、それらの記事の執筆者
へ MSG の安全性情報を提供する働きかけを地道に行い、その結果、誤った情報が削除される等、
情報発信者との新たな関係構築にもつながっています。
今後も MSG の安全性や減塩効果等を訴求し、安心しておいしく栄養バランスがとれる食事をサ
ポートする取り組みを継続していきます。
※2
 020年12月に開始した消費者キャンペーン。米国のアジア系調味料会社とタイアップし、MSG の安全性と有用性（減
塩効果を含む）について「知ろう」と呼びかける動画を SNS や専用サイトで流したり、“Know MSG” ロゴ付きのうま
味の効いた調味料をその調味料会社にて発売したりしています。

NO
MSG
米国における関連調査の結果
調査対象

管理栄養士

調査項目

2017年度

2019年度

2020年度

MSGは食べても安全であると考える率

52%

66%

73%

たずねられた場合にMSGは食べても安全
であると答えると思う率

32%

47%

52%

MSGはうま味をもたらすと理解している率

50%

67%

70%

67%

89%

86%

65%

70％

77%

39%

31％

27%

うま味の認知率
食関心の高い
MSGは食べても安全であると考える率
生活者
MSG入り食品を避ける率
（味の素（株）調べ）
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