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2030年のアウトカム実現への道筋

味の素グループは、経営資源を重点事業へ集中し、アミノ酸のはたらきと新しい価値を創り出す力を掛け合わ
せ、
「食と健康の課題解決」
という志への共感を広げることで、イノベーションを促進するとともに多様なパー
トナーと価値を共創し、
「地球環境の負荷削減・再生」
「健康でより豊かな暮らしへの貢献」
に取り組みます。そし
て、お客様価値を向上し、2030年までに
「10億人の健康寿命の延伸」
「環境負荷50％削減」
のアウトカムを両
立して実現することを目指します。
志：食と健康の課題解決

ウェルネスの共創

2030年までに

環境負荷を50%削減

10億人の健康寿命を延伸
経済価値の向上

お客様価値（社会価値）の向上

ス
ドシ
フー

健康でより豊かな
暮らしへの貢献

テム

地球環境の
負荷削減・再生

エコシステムによる価値共創
イノベーション促進
調味料

栄養・加工食品

新しい価値を
創り出す力
健康ビッグデータの活用
スタートアップとの協業

重点6事業
S&I

冷凍食品

ヘルスケア 電子材料

アミノ酸の
はたらき

志への共感

（従業員・パートナー）
リソース・アセットの共有

イノベーションの源泉
経営資源

社会・関係資本

製造資本

知的資本

財務資本

●

●

●

●

●
●
●
●

現地適合力
（36ヵ国展開）
製品販売国・地域130超
幅広い顧客
（B2C ／ B2B）
強固なビジネスリレーションシップ
ブランド・品質への信頼

120工場

技術力
（先端バイオ・ファイン／おいしさ設計）

人的資本
●
●

●

多様な人財（33,461名）
経営役員現地化比率39%

自然資本
●

味の素グループ

研究開発要員1,700名
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3ヵ年で
4,000億円のキャッシュイン
2,900億円を成長投資へ
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2030年のアウトカム実現への道筋
企業価値を高めるサイクル
昆布だしのおいしさへの“なぜ”からうま味調味料
「味

ASVエンゲージメント

を生み出したように、味の素グループは新しい価
の素 Ⓡ 」

（
「ASVの自分ごと化」
）

従業員

値を創り出す力を磨きながら
「アミノ酸のはたらき」の可
能性を広げ、食品からヘルスケア、電子材料等へ事業を
拡大してきました。また、
「志への共感」
を広げることで、

企業価値

従業員のASVエンゲージメントを高め、志でつながる多様
なパートナーとエコシステムを構築してきました。これか

時価総額

コーポレートブランド価値

株主、投資家

らも、イノベーションとエコシステムによる価値共創によっ

生活者と顧客

てお客様価値を向上し、経済価値を創出するサイクルを回
し続けることで、企業価値を持続的に向上していきます。

創出する社会価値

大切な人のために栄養バランスに配慮して食材を選び、

味の素グループの事業は、主要原料や、おいしさや栄養

おいしい料理を作る。そして、食事をしながら楽しい時間

の源である食材等の食資源の持続可能性の上に成り立っ

を共に過ごす。こうした日常の繰り返しが健康寿命の延伸

ています。現在、それを支える地球環境が限界
（プラネタ

につながると言われています。当社グループは、
「Nutrition

リーバウンダリー）
を超えつつあり、再生に向けた対策が急

Without Compromise（妥協なき栄養）
」
を基本姿勢とし

務となっています。そのため、まず気候変動への対応等環

た取り組みで生活者の毎日の生活に寄り添い、
「料理がお

境負荷の削減を進めながら、フードシステムをより強靭な

いしく楽しくなる」
「自分らしく前向きになれる」
といった価

ものへ再構築することに取り組み、これを通じて地球環境

値の提供を通じて、健康習慣が自然と実践される、健康で

の再生にも貢献していきます。

より豊かな暮らしへ貢献します。

食資源の持続可能性／
生物多様性の保全

健康でより豊かな
暮らしへの貢献

ス
ドシ
フー

地球環境の
負荷削減・再生

健康習慣づくり

テム

気候変動対応

料理がおいしく
楽しくなる

自分らしく
前向きになれる

当社グループを取り巻く外部環境認識、ASVを通じた価値創造能力に実質的な影響を及ぼすマテリアリティ、
事業を推進する強み、環境負荷削減と栄養へのアプローチ等は次ページ以降をご覧ください。

味の素グループ
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外部環境認識とマテリアリティ

価値創造能力に影響を及ぼすマテリアリティ
味の素グループは、アウトカムを創出し、目指す姿を実現する上で関わりの深い

マクロ環境として以下を認識しています。その認識のもとマテリアリティ項目を特定し、
最新の社会情勢やステークホルダーの意見・期待を踏まえて継続的に見直しています。

味の素グループを取り巻く環境認識
世界人口の増加 *1
2019年

2050年

77 億人 97 億人

2012年と比較した
2050年までに増やすべき食料生産

+
●

50%

*2

食料・水・エネルギーの需要拡大

グローバルな高齢化

気候変動

65歳以上人口 *3

21世紀末までの
世界平均地上気温の変化 *4

2020年

2050年

7.3 億人 15 億人

+

4.8℃

●

健康寿命の延伸ニーズの高まり

●

脱炭素化の加速

●

ヘルスケア領域の需要拡大

●

自然災害による物理的被害

●

原材料調達の不安定化

●

サプライチェーンの分断

デジタルの活用加速

パンデミックを契機とした
新常態への移行

●

生活者の行動様式の変化
（巣ごもり、外出控え、デリバリー増等）

●

●

衛生意識・健康管理意識の向上

●

●

物資の安定供給への意識の高まり
（地産地消傾向ほか）

●

●

社会分断
（貧富二極化、貧困層・失業者の増加等）

新たなビジネス機会・競合の出現
情報・製品・サービスの
提供方法の変化（EC等）
消費者との直接コミュニケーション
機会の増加
Z世代の影響力の増加

●

●

孤食の深刻化

●

グリーン・リカバリーの推進

*1 国連（UN）
（2019） *2 国連食糧農業機関（FAO）
（2017） *3 国連（UN）
（2020）
*4 国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
（2013）

味の素グループ
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外部環境認識とマテリアリティ

マテリアリティ特定プロセス
味の素グループでは、マクロ環境の変化を踏まえ、ASV

2015年度

を通じた短中長期の価値創造能力に実質的な影響を及ぼ

2016年度

すマテリアリティを特定しています。さらにマテリアリティ

マテリアリティ項目の抽出・整理
有識者に対するSDGsアンケート調査

（2015年に発表されたSDGsを踏まえて当社グルー
プの課題やアプローチを見直すことを目的に実施）

から機会・リスクを抽出し、重要度・優先度を明確にして、

2017年度

事業活動を展開しています。

SDGsとマテリアリティとの関連性の分析／
多様なステークホルダーとの対話

マテリアリティ項目は、最新の社会情勢およびステークホ

2018-

ルダーのご意見・期待を踏まえ、継続的に見直しています。

2019年度

マテリアリティの見直し

（マテリアリティを26項目から11項目に整理）
●

詳しくは
「サステナビリティデータブック2021」
（2021年9月末公開予定）
をご覧ください。

●

詳しくはマテリアリティ一覧をご覧ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/activity/csr/pdf/2020/materiality_
jp_2106.pdf

2020年度～

社外有識者へのヒアリング
取締役会での妥当性評価

マテリアリティの年次見直し

マテリアリティ項目と
貢献するSDGsの
ゴール

食と健康の課題解決への
貢献

生活者のライフスタイルの
変化に対する迅速な提案

製品の安全・安心の確保

多様な人財の活躍

気候変動への適応とその緩和

資源循環型社会実現への貢献

フードロスの低減

持続可能な原材料調達

水資源の保全

ガバナンスの強化

グローバルな
競争激化への備え

味の素グループ
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事業を推進する強み

先端技術と現地適合、それを支えるASV人財
味の素グループのコアコンピタンスは、アミノ酸研究を軸とした先端バイオ・ファイン技術と、
各国・地域への深い理解に基づく現地適合力です。
さらに、約33,000名のグループ従業員がこれらを融合・進化させながら、ASVの実践に取り組んでいます。

世界中の食と健康の
課題を解決

先端バイオ・
ファイン技術
研究開発要員数

1,700名
先端バイオ・
ファイン技術

AND

研究開発投資額

現地適合力

約

870億円

（2020-2022年度）

味の素グループは、アミノ酸研究を軸に
「先端バイオ・ファ
イン技術」
を磨き、さらにそこから生まれた
「おいしさ設計

ASVを実践する
人財

を強みとした食品事業と、アミノ酸の機能と技術を
技術Ⓡ」
活用したヘルスケア・電子材料等の事業を展開しています
（P.31-32参照）。現在、世界14ヵ国の数十の研究拠点に
在籍する研究開発要員は約1,700名。食品、発酵・バイオ、
化学、工学等、様々な分野の専門人財が、地域・技術横断
的に連携しながら、研究開発を進めています。

競争優位性向上に向けて
激しく変化する市場環境や多様化する顧客・生活
者ニーズに対応するため、これまでに研究開発体
制 を 再 編し、2020年 に 研 究 開 発 企 画 部 をR&B
（Research & Business）企 画 部に改 称しました。
R&B企画部が中心となり、グループ全体の研究テー
マ設定、資源配分、人財育成、市場導入期の事業運
営等を行っています。自分たちが作りたいものでは
なく、お客様が求めているものに対してどのような
価値を提供するかという視点で研究・開発に取り組
み、事業と連動しながらオープン&リンクイノベー
ションを展開しています。
P.31-32「先端バイオ・ファイン技術」
をご覧ください。

味の素グループ
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事業を推進する強み

ASVを
実践する人財

現地適合力

従業員数

ドライセイボリー*の市場シェアと順位
（2020年）

33,461名

23％
1位

（2021年3月31日現在）

味の素グループは、各国・地域の顧客や生活者のニーズを

ASVを実現し、持続的に成長し続ける企業であるために

深く理解・分析した上で、各地で最適な製品・サービスを

は、多様な人財が、適所適財で能力を発揮していくことが

展開しています。こうした現地適合のマーケティング力お

不可欠です。味の素グループでは、
「ASVの自分ごと化」
と

よび営業力を活かし、例えば食品事業では、130超の国・

能 力 開 発、人 財 の 多 様 性（ダイバ ーシティ＆インクル ー

地域で現地の嗜好に合うおいしさと栄養改善に貢献する

ジョン）
を推進し、多様な強みを持つ従業員一人ひとりが働

調味料、栄養・加工食品、冷凍食品等を提供しています。

きがいを実感しながら能力を発揮できる環境づくりに取り

ドライセイボリーはグローバルシェアNo.1を獲得してい

組み、イノベーティブな企業風土の醸成を進めています。

経営役員の現地化比率

39％

（2020年度）

ます。
* うま味調味料と風味調味料

競争優位性向上に向けて

競争優位性向上に向けて

近年、生活者のライフスタイルや価値観の多様化が

2020-2022年度は、人財投資を2017-2019年度

進み、食生活にも変化が起きています。こうした変

の約2.5倍に高め、その成果をモニタリングするた

化を捉えて、味の素グループでは健康・栄養ニーズ

めの指標として従業員一人当たり生産性を掲げて

に配慮した製品、調理時間を短縮できる調味料等の

います。また、従業員一人ひとりの課題解決力を高

開 発・販 売を強 化しています。現 地 の ディストリ

めるため、デジタル、栄養、環境に関するリテラシー

ビューター等との連携を強化することで、より深く

向上をはじめとした能力開発を強化しています。ダ

生活者ニーズを理解し、地域に根ざした製品を現地

イバーシティ＆インクルージョンの推進を重要な経

に浸透させるとともに、今後のマーケティング・営業

営戦略と位置付け、
「働き方の多様性」
や
「キャリア

戦略に役立てていきます。

の多様性」
を実現する仕組みを整えています。

P.57-60「人財と組織のマネジメント改革」
をご覧ください。

味の素グループ
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事業を推進する強み

先端バイオ・ファイン技術
うま味物質のグルタミン酸がアミノ酸の一種であることから、
味の素グループは創業以来100年以上にわたり、アミノ酸研究を軸に先端バイオ・ファイン技術を蓄積し、
磨いてきました。さらにそこから
「おいしさ設計技術®」
を生み出しました。
これからも生み出した技術や素材を活かし、お客様のニーズにお応えします。

アミノ酸関連技術の発展

評価・解析技術
おいしさ・栄養・機能を分析、解析する技術

加工・設計技術
配合、フィルム化、分子設計等により種々の原料を加工・設計する技術

合成技術
アミノ酸等の種々の原料から化学反応により様々な製品を生産する技術

発酵技術
微生物を用いて糖から発酵によりアミノ酸や核酸を生産する技術

精製技術を進化させ、
医薬用としての
アミノ酸の用途を開拓

抽出技術

小麦等の天然物から抽出によりアミノ酸や核酸を生産する技術

1909

1940

1960

1980

アミノ酸のはたらきとは
人のからだの2割はアミノ酸でできており、アミ

人のからだの構成成分

5%
脂肪 15%

その他

ノ酸は全ての生き物にとって必要不可欠な栄養
素です。アミノ酸には
「食べ物をおいしくする」

アミノ酸
（たんぱく質）

「成長、発育を促す」
「体調を整える」等のはたら
きがあります。これらを科学的に追求し、独自の
供していきます。

呈味機能
● 食べ物をおいしくする
栄養機能
成長、発育を促す ● 消耗を回復する

20%

●

60%

●

水分

技術・素材を駆使することで、新たな価値を提

アミノ酸の4つの機能

生理機能
体調を整える
反応性
新たな機能を生み出す

●

味の素グループ
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事業を推進する強み
最新事例

「おいしい」
感覚を言語化する
「AJI-PMap®」

「AJI-PMap®」
による製品化の速度向上

人は食べる時に、見る、聞く、嗅ぐ、触る、味わうという五感により、

「AJI-PMap®」

その食品がおいしいかどうかを総合的に判断します。味の素グルー
プは、統計解析技術を用いて
「おいしい」
という感覚を最大化するた
を有してい
めの特徴を言語化、数値化する独自技術
「AJI-PMap®」

味わう

感覚認知

ます。 AJI-PMap®で言語化、数値化した味の特徴をもとに、おいし

味の特徴を言語化、
数値化

さを再現した製品のレシピ開発の速度を向上させています。最近で
は、購買意欲につながる心理的な要素を予測する技術
「AJI-EMap」
を開発し、お客様とのコミュニケーションに活かしています。

製品・サービス
の提供

レシピ開発・
工業化

おいしさの
再現

「おいしさ設計技術 ®」
評価・解析技術

「おいしさ」
を評価・解析し、再現する技術

加工・設計技術

加工食品、
機能性食品、
サプリメント等に展開

合成技術

化成品、電子材料、
医薬中間体に展開

発酵技術

2000

（医薬品の受託製造）

食品用・医薬用
製品に応用

2020

食品会社が電子材料？
アミノ酸の生産を通じて得られた技術をベースに、世界で初めて液
が生
状樹脂のフィルム化に成功し
「味の素ビルドアップフィルム®」
まれました。パソコンの頭脳である高性能半導体のパッケージ基板
用層間絶縁材料として使われています。

味の素グループ
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アウトカムの実現に向けた取り組み

味の素グループの事業は、安定した食資源に基づく健全なフードシステムと、それを支える豊かな地球環境の
上に成り立っています。
「環境負荷の50%削減」
と
「10億人の健康寿命を延伸」
の両立実現に向け、中長期的な

目標とKPIを設定し、強みを活かしながら、様々な取り組みを着実に進めています。

環境負荷50%削減へのアプローチ
定し、特に気候変動対応、プラスチック廃棄物削減、フード

地球環境が限界を迎えつつある現在、その再生に向け
た対策は味の素グループの事業にとって喫緊の課題です。

ロス低減に重点的に取り組んでいます。これらはいずれも

気候変動対応、食資源の持続可能性の確保、生物多様性

自社の活動だけでなくライフサイクル全体での目標を設定

の保全といった
「環境負荷削減」
によって初めて
「健康寿命

しており、外部との連携を強化することでの達成を目指し

の延伸」
に向けた取り組みを持続的に実現できると考えて

ています。

います。2020-2025中期経営計画では、下表の目標を設

2020-2025中期経営計画の目標
課題

KPI

温室効果ガス

気候変動対応
水リスク

資源循環型
社会の実現
サステナブル
調達の実現

目標

FY20
（実績）

（スコープ1、2総量）

温室効果ガス排出量削減率

FY25：30%削減
（対FY18）
FY30：50%削減
（対FY18）

14%削減

水使用量削減率*1

FY30：80%削減
（対FY05）

78％削減

飲料使用水森林涵養率

FY25：100%以上

プラスチック廃棄物

プラスチック廃棄物

FY30：ゼロ化*2

フードロス

フードロス削減率*3

FY25：50%削減
（対FY18）

森林破壊
生物多様性
人権
動物との共生

持続可能な
調達比率

107%
ー
11％増加

紙

94%

パーム油

84%

FY30：課題原料100%

大豆
コーヒー豆、
牛肉

68%*4
リスク評価開始

「環境負荷50％削減」
に向けたロードマップ
〜FY20

FY21

FY22

FY25

FY30

FY50

SBT*5認定

RE100*6コミット

加速

内部カーボンプライシング制度導入
気候変動
対応

燃料転換、再生可能エネルギー利用、バイオマスボイラー等システム導入、省エネルギー活動
スコープ3 外部連携加速、新技術の開発・導入

温室効果ガス排出量削減率
（対FY18）
50%
（スコープ１、
２）
24%
（スコープ3 )

オンサイト型アンモニア生産システム導入
TCFD賛同

シナリオ分析

TCFDフル開示

リデュース：薄肉化、紙化
プラスチック
廃棄物削減

外部連携加速：回収・再生仕組みづくりへの貢献
生産工程の収率・歩留まり向上、
飼料・肥料化等有用化推進、
生販管理の高度化等

フードロス
低減

プラスチック廃棄物
ゼロ化

リサイクル：モノマテリアル包装資材への転換のための技術開発

フードロス削減率
（対FY18）50％*3

フードロス低減につながる外食・中食用の製品開発、
家庭内のロス削減提案、
原料サプライヤーとの連携等

フードロス削減率（対FY18）
50%

（製品ライフサイクル全体）

*1 対生産量原単位削減率 *2 有効利用されずに環境に流出するプラスチックをゼロにすること *3 原料受け入れからお客様納品まで
*4 国内事業向け調達分 *5 Science Based Targetsの略。パリ協定の水準に整合する、
科学的根拠に基づいた温室効果ガス排出削減目標のこと。
*6 事業運営を100％再生可能エネルギーでまかなうことを目指す企業が加盟している国際イニシアティブ

味の素グループ
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一方、TCFD*5提言の中で求められているシナリオ分析

2020年度の味の素グループの温室効果ガス排出量は、

については、2019年度に2100年に平均気温が2℃上昇

新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり生産量が減少

を対象に
する前提での2050年度の影響分析を
「味の素®」

した工場があったこと等により、スコープ１*1とスコープ２*2

実施したのに続き、2020年度は他の食品や化成品等の主

の合計で約191万CO2トン、基準年である2018年度に対

力品に対象を拡げて、2100年に平均気温が2℃および4℃

し14％削減、スコープ３*3は約1,179万CO2トンで同1％

上昇した場合の2030年度の影響分析を実施しました。

の削減となりました。2021年度は、温室効果ガス排出量

2021年度は2020年度と同様の前提で2050年度の影響

半減のための詳細な計画を策定し、実行に移す予定です。

分析を実施する予定です。

また、内部カーボンプライシング制度*4を活用した脱炭素

*1
*2
*3
*4
*5

推進策の策定およびスコープ3の原料サプライヤーとの協
働プランの策定も行う予定です。

 業者自らによる温室効果ガスの直接排出
事
他
 者から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
そ
 の他の排出
（製品の使用・廃棄、輸送、従業員の出張・通勤、投資等）
企
 業内部で独自に炭素価格を設定し、低炭素投資・対策を推進する仕組み
T
 ask Force on Climate-related Financial Disclosuresの略

シナリオ分析により抽出された主なリスクとそれに対する施策
リスク

炭素税増加による
財務インパクト

原材料調達

市場

施策

内部カーボンプライシング制度導入
燃料転換
● 再生可能エネルギー利用
●

2030年度：約200億円
2040年度：約300億円

●

水ストレスや家畜の感染症増加等による農畜産物の調達不安定化
● 原材料単価上昇
●

●
●

日本の人口減少や高齢化による市場縮小
温暖化による温かい料理・飲み物の需要減

供給安定性調査と管理体制の強化
調達先の多様化
● 代替原材料探索、
フードロス低減
●
●

●

機会を捉えた製品の開発

詳しくは
「サステナビリティデータブック2021」
（2021年9月末公開予定）
をご覧ください。

プラスチック廃棄物削減の取り組みと進捗

2020年度の味の素グループのプラスチック使用量は

当社グループは、2030年度までに有効利用されずに環

69千トンで、その90%強を製品包装資材が占めます。69

境に流出するプラスチックをゼロにすべく、グループ全体

千トンのうち約30千トンについてはすでにモノマテリアル

で戦略的に取り組んでいます。

包装資材や紙への転換が進んでいます。残りの約40千
トンについて、2020年度にモノマテリアル包装資材への
転換のための技術開発やリユースの取り組みを開始しまし

2030年度のゴール

た。また、業種を超えた幅広い関係者の連携を強めてイノ

プラスチックの使用は、製品の安全性や品質に必要
な最小限の用途と量に厳選（リデュース）
● 使用するプラスチックは、
全てモノマテリアルまた
はその他のリサイクルに適した素材に転換（リサイ
クル）
● 味の素グループの製品を生産、
販売するそれぞれの
国・地域における回収、分別、リサイクルの社会実装
に向けた取り組みを支援し貢献
●

ベーションを加速するためのプラットフォーム
「CLOMA」
*6や、リサイクル業のグローバルなスタートアップである
米国のテラサイクル社が開発した容器回収・再利用事業
「Loop
（ループ）
」
にパートナー企業として参画し、活動を進
めています。
2021年度は、技術開発テーマや各国・地域におけるプ
ラスチック・リサイクルの仕組みづくりの貢献について、さ

プラスチック廃棄物ゼロ化に向けては、モノマテリア
ル包装資材への転換のための技術開発を進めながら
2025年度までにリデュースを完了し、2030年度まで
にリサイクルに適した素材への転換を完了させる計画
です。

味の素グループ

らに検討を進めていきます。
*6 クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス
（英文名：Japan Clean
Ocean Material Alliance）
詳しくは
「サステナビリティデータブック2021」
（2021年9月末公開予定）
をご覧ください。
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品、新ライン立ち上げ時のロス等により、フードロス発生

味の素グループは、2050年度までに製品ライフサイク

量は基準年である2018年度に対し11%増となりました。

ル全体で発生するフードロスを2018年度比で半減すると

2021年度は各工場における歩留まり改善やトラブル削

いう長期ビジョンを掲げ、2025年度までに原料受け入れ

減等の取り組みを推進しつつ、ライフサイクル全体のフー

からお客様への納品までに発生するフードロスを2018年

ドロス低減に向け、測定方法とKPIの設定や原料サプライ

度比で半減することを目指しています。

ヤーとの協働施策の検討を進めます。

2020年度は、多くの工場でフードロス低減に対する取

詳しくは
「サステナビリティデータブック2021」
（2021年9月末公開予定）
をご覧ください。

り組みが進んだものの、米国の冷凍食品工場における新製

栄養へのアプローチ
過剰な塩分摂取がもたらす高血圧や心疾患のリスク、高

各ローカル市場の慣習や食の嗜好、資源、原料、ステーク

齢者の栄養不足による虚弱化等、食とライフスタイルに起

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

因する健康課題が世界中で増大しています。こうした課題

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

の解決には、日常的な食生活における栄養バランスの改善

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

が重要です。味の素グループは、毎日の食生活に密接に関

ていきます。おいしく、便利で簡単に入手でき、地域の食

わる食品企業として、次の3つを妥協しない
「Nutrition

習慣や嗜好を尊重した栄養価値の高い食品があるからこ

Without Compromise（妥協なき栄養）
」
を基本姿勢とし

そ、生活者は栄養バランスの良い食事を長期にわたって継

た取り組みを推進しています。1つ目は
「おいしさ」
です。

続できると、味の素グループは考えています。

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

「2030年までに10億人の健康寿命を延伸」
の実現に向

康価値だけでなくおいしさも追求します。2つ目は
「食へ

け、栄養改善での道筋とそのKPIを示すコミットメントを

のアクセス
（あらゆる人に栄養を届ける）
」
です。世界には

2021年に策定しました。今後、コミットメントの進捗を確

入手可能な食品が限られている人々がいますが、製品、原

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

料、流通、利便性等に対する取り組みを通じて、全ての人

ます。

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

詳しくは
「サステナビリティデータブック2021」
（2021年9月末公開予定）
をご覧ください。

ます。最後に
「地域や個人の食生活」
です。事業を展開する

味の素グループの栄養へのアプローチ

味の素グループ
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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
●

●

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年度までに年間4億人に提供します。

●

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
●

●

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、全従業員の健康維持・増進を図ります。

●

2025年度までに、従業員向けの栄養教育を延べ10万人に対し実施します。

栄養改善に向けた取り組みと進捗

業展開国においてもうま味による減塩効果を順次検証する

当社グループは、製品の栄養価値を可視化し、継続的な

とともに、減塩による削減DALYs（障害調整生存年数）*の

改善につなげるための基盤として、
「味の素グループ栄養

推定にも取り組んでいきます。

プロファイリングシステム
（ANPS）
」
を2020年に日系企業

今後、栄養改善の取り組みの高度化に向け、食と健康、

として初めて導入しました。2021年3月現在、7ヵ国、9法

ウェルビーイングの関係をアカデミアと共に解明し、得ら

人の製品約500品種に対してANPSを導入しています。

れた知見を製品・サービスに活かすとともに、様々なステー

また、
当社グループでは過剰な塩分摂取の課題に着目し、

クホルダーと協働し、栄養改善のエコシステムを構築する

うま味による
「おいしい減塩」
の社会実装を目指しています。

ことで、生活者の行動変容を支援します。

うま味の有用性、公衆衛生上の価値の科学的な検証・発信・

* Disability-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。

訴求を行う
「U20 Healthy Umami Research Project」
では、アカデミアと連携し、うま味による減塩効果の定量化
を試みています。日本人の食生活を前提に減塩効果を推
定したところ、一人当たりの平均食塩摂取量はうま味を活
用することで12-21%（1.3-2.2ｇ/日）減らせることがわか
りました。この研究成果を活かし、当社グループの主な事

詳しくは
「サステナビリティデータブック2021」
（2021年9月末公開予定）
をご覧ください。

健康寿命とDALYsの関係
健康損失期間 DALYs = YLD + YLL
病気や怪我による損失期間
（YLD)

早期死亡による損失期間
（YLL)
死亡

誕生

平均寿命
健康な生存期間
健康寿命

味の素グループ
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