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世界に広がる1,000人を超える味の素グループの研究者たち―。
私たちは、事業の成長ドライバーとなる研究・技術開発に力を注いできました。
食品、バイオ・ファイン、医薬・健康など様 な々分野で培ってきた知見や技術、ネットワークを活かして、
「21世紀人類社会の課題」を解決し、サステナブルな未来を実現するソリューションを生み出していきます。

技術と知見で
持続可能な未来に貢献する

AJINOMOTO NORTH AMERICA, INC. ●■▲

Ajinomoto Frozen Foods U.S.A., Inc. ●

 南アメリカ

Ajinomoto do Brasil Ind. e Com. de Alimentos Ltda. ●■

Ajinomoto del Peru S.A. ●

東南アジア

Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd. ●■

PT Ajinomoto Indonesia ●

AJINOMOTO PHILIPPINES CORPORATION ●

Ajinomoto (Malaysia) Berhad ●

Ajinomoto Vietnam Co., Ltd. ●

Wan Thai Foods Industry Co., Ltd. ●

 

味の素（株） ●■▲

味の素製薬（株） ▲

味の素冷凍食品（株） ●

味の素ファインテクノ（株） ■

クノール食品（株） ●

味の素ベーカリー（株） ●

味の素パッケージング（株） ●

ヨーロッパ AJINOMOTO FOODS EUROPE S.A.S. ●

AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S. ■

S.A. Ajinomoto OmniChem N.V. ■

Ajinomoto Poland Sp. z.o.o. ●

北アメリカ

● 食品分野　■ バイオ・ファイン分野　▲ 医薬・健康分野　 ＊は、研究開発グループ会社

中国 

日本

SHANGHAI AJINOMOTO FOOD RESEARCH AND 

DEVELOPMENT CENTER CO., LTD. ●*

Ajinomoto (China) Co., Ltd. ●■

Amoy Food Ltd. ●

Shanghai Amoy Foods Co., Ltd. ●

国内特許保有件数

海外特許保有件数

連結研究開発費

ZAO “AJINOMOTO-GENETIKA Research Institute” (AGRI)  ■*ロシア

特集 2

■ 特許保有件数と連結研究開発費

世界に広がる味の素グループの研究開発ネットワーク
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日系企業初、ロシア科学技術政府賞を受賞　味の素—ジェネチカ・リサーチ・インスティチュート社（AGRI）Topics

特集2 技術と知見で持続可能な未来に貢献する

　アミノ酸は味の素グループにとって創業の原点であると同時に、す

べての「いのち」の原点でもあります。私たちは「うま味」を商品化す

るための研究開発の過程で、アミノ酸の多様な栄養・生理機能を見

出し、それを食品のみならず様 な々分野で応用することで事業を広

げてきました。アミノ酸発酵製造工程から生まれる副生物の肥料・

飼料化や、飼料用アミノ酸の提供も、そうした蓄積から生み出され

た成果の一つです。また、バイオ、合成、生物評価、食品加工、

分析など、関連する分野の独自技術も培ってきました。

　こうした技術や知見の蓄積をベースに、「21世紀の人類社会の課

題」の解決に向けて新しい価値を提供していくという、強い信念が

私たちにはあります。

● バイオマスの活用
 ：原料・エネルギーとしての活用技術
  開発
 ：石油化学製品の代替生産技術開発
● 省エネ・省資源技術開発

● 世界各地の食に貢献する調味料や
　食品の研究開発
● 農林水産物の効率的な生産のための
　研究開発

● 高齢者への栄養・健康支援研究開発
● 途上国の栄養改善にかかわる研究開発
● 栄養過剰克服のための
　減塩・減糖・減脂素材の開発
● 疾病の予防・早期発見につながる
　診断技術：「アミノインデックス技術」
● 食品の安全、品質を保証する
　研究、情報提供 など

など
など

地球持続性 食資源 健康な生活

持続的で地球環境に
やさしい技術

地球的視野でおいしさを
考える技術 健康な生活を支える技術

R&Dを通じて「21世紀の人類社会の課題」解決に貢献する

課
題
解
決
を
支
え
る
技
術
と
研
究
内
容

R&Dの基盤R&Dの基盤

オープン＆
リンクイノベーション

技術開発力の
さらなる強化

世界一の調味料事業を支える技術先端バイオ技術および関連する技術

グローバルR&D体制長年にわたる食やアミノ酸に関連する技術や知見

■ 研究開発の果たす役割

味の素グループの研究開発会社、AGRIは、「アミノ酸生産に関する革新的バイオ
テクノロジープロセスの開発」により、「2011年度 科学及び技術分野におけるロシ
ア連邦政府賞（ロシア科学技術政府賞）」を受賞しました。これはロシア連邦政府
より授与されるロシアで最も権威ある賞の一つで、日系企業としては初めての受賞
となります。
今回の受賞は、AGRIで開発された技術が世界各国で実用化されている実績と、そ
の研究成果によって生産されるアミノ酸がロシアの農業をはじめとした経済の多く
の分野に貢献していること、設立から12年にわたってロシアの科学技術の発展に
大きく寄与してきたことが評価されたことによるものです。

AGRIのビル

現地新聞でも大きく報道

受賞風景
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味の素グループでは研究・技術開発の早期成果創出に向け、オープン＆リンクイノベーションに積極的に取り組んでいます。
2011〜2012年度には、サステナビリティに貢献する様 な々成果が出始め、今後の研究や事業化に向けて大きな一歩を踏み出しました。

オープン＆リンクイノベーションが
拓く未来

（株）ブリヂストンとのバイオマス由来合成ゴムの共同開発
　ゴムには、主にゴムの木※から抽出される「天然ゴム」と、原油か

ら生成される「合成ゴム」があります。世界的な自動車需要の高まり

を背景に、タイヤに使用される天然ゴムへの需要は高まっています

が、天然ゴムは生産量の拡大が容易ではないという課題があります。

天然ゴムを部分的に代替できる合成ゴムとして、合成ポリイソプレン

が知られていますが、これの中間原料である、原油由来の「イソプレ

ン」も供給量に限りがあるという課題があります。

　そこで持続的に提供できる原材料開発に向け、味の素（株）と

（株）ブリヂストンは、2011年6月に共同研究契約を締結し、新しい

ゴム原料とそれを用いた合成ゴムの共同開発を開始しました。2012

年5月には、味の素（株）が植物由来の糖から発酵法で試作した「発

酵イソプレン」を使い、（株）ブリヂストンが重合触媒技術を用いて

合成ゴム（ポリイソプレン）を試作することに成功しました。

　味の素（株）は、1957年以来、50年以上にわたり発酵法によるアミノ

酸の生産を行っている世界一のアミノ酸メーカーとして、現在の生産量

は100万トン規模であるだけでなく、最先端の発酵技術を持っていま

す。一方、（株）ブリヂストンは、ゴムの主要用途であるタイヤの世界最

大の供給メーカーであり、世界各国に生産拠点を持っているだけでな

く、最先端の重合触媒技術によるポリマー合成に強みを持っています。

　両社はこの強みを活かして、バイオマス由来の合成ゴム開発を継

続することで、将来的な合成ゴムの安定的かつサステナブルな原料

確保と生産につなげ、ゴム資源の多様化に貢献していきます。

東レ（株）との「バイオベースナイロン」の共同開発
　2012年2月、味の素（株）と東レ（株）は、バイオベースナイロンの共

同研究を開始することに合意しました。

　ナイロンは、石油化学由来の原料を重合して製造されます。これに

対し、バイオベースナイロンは、ナイロン重合に使う原料の一部、ある

いは全部を植物原料から製造するものです。この共同研究は、２種

類の主原料の一つである「ペンタン-1,5-ジアミン（1,5-PD）」を、味の

素グループが植物原料から発酵製造したアミノ酸（リジン）を使って

製造する1,5-PDに代替するもので、原料の約半分を植物由来にする

■ 先端バイオ技術を活用した、サステナブル素材の開発

人類社会の課題である「地球持続性」に事業で貢献すること
を目指して研究開発に取り組んでいます。発酵イソプレンゴ
ムの共同開発はその代表例です。私たちの技術だけでは最
終製品にできないものでも、両社の強みを活かした共同研究
により事業化できれば、低炭素社会や持続可能
な資源循環型社会に貢献することができます。
世界中で走る自動車のタイヤに味の素（株）
のイソプレンが使われることを夢見て、チーム
一丸となって、研究開発を進めています。

重合触媒
加工

発酵

精製・
重合

資源

バイオマス

発酵技術（先端バイオ技術）

ゴムの合成技術（重合触媒技術）中間原材料

イソプレン

イソプレン生産菌

原材料

合成ゴム
（ポリイソプレン）

■ バイオマス由来の合成ゴム開発フロー

※パラゴムノキ

味の素（株）　研究開発企画部 専任部長　小島淳一郎

  プレスリリース　http://www.ajinomoto.co.jp/press/   参照

  プレスリリース　http://www.ajinomoto.co.jp/press/   参照

ことが可能になります。

　このバイオベースナイロンを原料とした繊維は、原料

となる1,5-PDが植物由来で再生可能なだけでなく、従来の石油化学

由来原料によるナイロン繊維と同等の強度や耐熱性を持ちながら、

肌触りがよく、綿に近い吸放湿性を有するため、衣料品等への展開

が期待できます。両社はすでにこの試作に成功しており、今後、事業

化に向けた製造プロセス開発・利用評価などを進めていきます。

バイオベース
ナイロン
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健康ソリューションビジネスにおける
花王（株）との業務提携
　高齢化が進むにつれ、「生涯健康でありたい」という人々のニーズ

が高まると同時に、メタボリックシンドロームや加齢に伴う歩行障害

などの“運動器症候群”の予防・改善が注目されています。年齢にか

かわらずいつまでも活動的な「アクティブシニア」が増えれば、国や

企業の医療費負担を抑えることにもつながります。

　この「アクティブシニア社会」の実現に貢献するために、味の素（株）

と花王（株）は、両社が持っている技術や商品・サービスを活かし、

健康ソリューションビジネスにおける事業提携契約を2012年5月に

締結しました。味の素（株）が花王（株）の100％子会社ヘルスケア・

コミッティー（株）（HCC社）への33.4％の出資と役員の派遣を行っ

ています。

　HCC社では現在、健康診断結果から生活習慣病リスクの情報提

「アミノインデックス技術」による健康支援
　味の素（株）は、蓄積したアミノ酸技術・知見の健康分野への展

開として「アミノインデックスR」を開発しました。これは、血液中の約

40種のアミノ酸の濃度変化を分析・解析することで、健康状態や疾

病の可能性を明らかにする技術を活用した解析サービスです。

少量の採血だけで、短時間に複数のがんを同時に検査
　「アミノインデックスR」をがん検診の支援サービスとして事業化

するために、受託臨床検査会社の（株）エスアールエルとの共同事業

として、2011年4月より世界初の「アミノインデックスRがんリスクスク

リーニング」（「AICS」）のサービスを開始しました。

　一般的ながん検診では、がんの種類によってX線や便潜血、マン

モグラフィーなど様 な々検査が必要で、受診者の負担が大きく、受診

率がなかなか上がらないという問題にもつながっていました。

　しかし「AICS」は、1回の採血で、胃がん、肺がん、大腸がん、前立

■ アミノ酸の知見を、健康な暮らしの実現に活かす

腺がん（男性）、乳がん、子宮がん・

卵巣がん（子宮頸がん、子宮体がん、

卵巣がん）（女性）のリスク検査を

同時に行えます。「AICS」が普及す

れば、がん検診の受診率向上に貢献できるのでは、と期待されています。

　また、「アミノインデックス技術」を内臓脂肪型肥満の判別に応

用する研究も進めており、メタボリックシンドロームの早期発見に

も役立てられると考

えています。

　今後も、人々の健

康な生活に貢献する

ために、「アミノイン

デックス技術」を活用

したさらなる挑戦を

進めます。

「AICS」は既存の検査とは全く違う切り口による新規的ながん検
診です。ことに早期がんを発見できる可能性があります。また、現状

の婦人科がん検診は精神的にも身体的にも負担
を伴うため受診率が低いという課題があります

ので、この「AICS」が受診率の向上に寄与する
とともに、がんの早期発見による死亡率の減
少・医療費の削減にもつながる画期的ながん
検診になるものと信じています。

体の中のアミノ酸を測ることで、DNAや蛋白では知ることが
できなかった代謝の動きから、病気や健康状態を知
ることができるようになりました。私たちは「アミ
ノインデックスR」事業をさらに発展させて病
気の予防や健康づくりに貢献し、家族みんな
が健康で幸せな家庭をつくるためにお役に立
てるよう、挑戦を続けていきます。

特集2 技術と知見で持続可能な未来に貢献する

■ アミノ酸が拓く健康創造社会

三井記念病院　総合健診センター特任顧問　山門實氏 味の素（株）　アミノインデックス部長　吉元良太

  プレスリリース　http://www.ajinomoto.co.jp/press/   参照

  プレスリリース　http://www.ajinomoto.co.jp/press/   参照

「健康創造社会へ」

“アミノ酸”を通じて、人類の「健康な生活」を実現

高齢化社会への
対応

個別化医療への
対応

予防医療への
対応

「アミノインデックス技術」
健康維持・増進病気の治療病気の予防

供・改善支援を行う健康保険組合等向けの“生活習慣改善プログラ

ム”サービス「QUPiO（クピオ）」

を運営しています。将来的には、

味の素（株）の「アミノインデッ

クス技術」も活用したメタボスク

リーニング情報や適切な食事の

メニューなどの提供を検討して

おり、生涯の健康ポータルとし

て発展させる考えです。

「アミノインデックス R」が、家族全
員の健康を支える存在でありたいとい
う想いを込め、“o”を頭に両手を広
げた人をイメージしたロゴにしました。

HCC社のWebサイト


