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すべてのいのちの基盤、地球持続性を守る

味の素グループでは、製品・事業を通じて環境価値を高めるための研究・技術開発を進めています。

ライフサイクル全体での環境影響把握を進めるとともに、私たちの知見を活かして、地球持続性に貢献する新たな事業創出にも取り組んでいます。

環境貢献事業の創出に向けて

基礎的なLC-CO₂データを網羅しており、産官学・研究者の方々にご

活用いただき、高い評価をいただいています。

　また、カーボンフットプリント（CFP）の評価にも早い段階から着

手してきました。2012年5月までに飼料用リジンなどのアミノ酸系商

品9品目でCFPの算定基準とCFP値が、（社）産業環境管理協会の

「カーボンフットプリントプログラム」で認定さ

れました。

　さらに、容器包装のアセスメントには製品

の環境評価基準の一つとして、LC-CO₂評価

を導入しています。

　製品の環境負荷を小さくし、環境価値を高めていくためには、製造

工程から生じる環境負荷はもちろん、原材料の生産、工場での加工、

流通、そして家庭での消費・廃棄に至る「製品の一生」を通じた環境

影響（ライフサイクル環境影響）の把握が重要となります。そのため、

味の素グループでは早くからライフサイクルアセスメント（LCA）の研

究を進め、関連する研究会などに積極的に参加しています。

　低炭素社会を実現するためには、ライフサイクル全体でのCO₂総排

出量：LC-CO₂の把握が一つのカギとなります。味の素（株）では日本

LCA協会 食品研究会に参加し、LC-CO₂の研究を進めてきました。

　その一つの成果として“味の素グループ版「食品関連材料CO₂排

出係数データベース」”を作成、2007年4月からホームページ上で公

開しています。最新版は2010年10月に公開しました（’90・’95・

　’00・’05年版3EIDに対応）。このデータベースは食品材料・素材の

ライフサイクル全体での環境影響評価に向けて

	 P79　容器包装環境アセスメント			参照

	味の素グループ版食品関連材料CO2排出係数データベース
	 http://www.ajinomoto.co.jp/activity/kankyo/pdf/2010/lcco2.pdf		リンク

■資源の有効活用
◦	アミノ酸発酵製造由来の副生物（コプロ）の高付加価値化　など

■温室効果ガスの削減
◦	事業・製品のLC-CO2評価（CFP）

◦	生産プロセスの省エネルギー化

◦	未利用バイオマス資源の活用　など

■排水負荷の削減
◦	高効率なアミノ酸発酵生産技術の開発による節水

◦	高度な排水処理技術（微生物脱窒法など）の開発　など

■容器包装のエコデザイン
◦	3R視点での設計（Reduce、Reuse、Recycle）

◦	サステナブル素材の活用

◦	未利用資源の活用　など

	P76参照

	P75参照

	P82参照

	P14参照

	P84参照

	P78-81参照

● 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　など

持続的で地球環境にやさしい技術

地球持続性に貢献する主な研究・技術開発　味の素グループでは、既存事業の環境負荷低減に向けた研究開

発に取り組むとともに、新たな環境価値を提供するために、新事業

領域においても、地球環境に貢献する研究領域や、資源を有効に利

用する研究領域を重点テーマとして設定しています。

　私たちの知見や技術を活かして、地球持続性に貢献できる新たな

製品や素材開発を進めるために、社外のアイデアや技術を取り入れ、

共同で開発を進める「オープン＆リンクイノベーション」が早期成果

創出のカギと考えています。

　すでに、アミノ酸発酵製造技術やアミノ酸への深い知見を活かし

て、サステナブルな植物原料から、合成ゴムやナイロンを製造する共

同研究で成果が出始めています。

　味の素グループは、食やアミノ酸にかかわる知見を活かして、地球

持続性に貢献する様 な々可能性を追求していきます。

	 P21-22　特集2	オープン＆リンクイノベーションが拓く未来参照

地球持続性に貢献する技術・製品開発
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飼料用アミノ酸の環境貢献
　アミノ酸は、生物が生きていくのに不可欠な栄養素です。特に、

体内で合成できない必須アミノ酸は、食べ物から摂取しなければな

りません。しかし、豚や鶏といった家畜に与えられるトウモロコシや

小麦などのエネルギー源と、大豆粕などのタンパク源を組み合わせ

た一般的な飼料では、動物の成長に対してアミノ酸バランスが最

適でなく、家畜の成長を最大限に引き出すことが難しくなります。

　飼料用アミノ酸とは不足しがちなアミノ酸を特定して補うもので、

代表的なものに、「リジン」、「スレオニン」、「トリプトファン」などが

あります。こうした飼料用アミノ酸を利用して飼料中のアミノ酸バラ

ンスを整えることで、ムダになっていた他のアミノ酸を有効に利用し、

排泄分が抑えられるため、食糧・環境問題の解決に貢献できます。

CFPによる飼料用アミノ酸の環境貢献効果の検証
　“地球にやさしい畜産”を広げるためには、「飼料用アミノ酸」によ

る温室効果ガスの削減効果をわかりやすくお伝えすること、そして、その

削減に寄与した畜産農家の方々にも温室効果ガス削減のメリットが還

元されることが必要です。

　味の素グループでは、カーボンフットプリント（CFP）を活用した、効果

の“見える化”と、農家の方々が飼料用アミノ酸を利用するインセンティ

ブとなるオフセット・クレジット制度の確立にチャレンジし、2010～2011

年度にかけて日本での制度化が大きく進展しました。日本の畜産業の

環境負荷低減に向けた基盤となるだけでなく、今後、グローバルに同様

の仕組みを発展させていける可能性を秘めた、大きな成果と考えていま

す。現在、国際飼料工業連盟（IFIF※）等が中心となって進めている畜産

分野における飼料添加物の環境貢献を分析

するプロジェクトなどにも参加し、日本で蓄積

した飼料用アミノ酸の環境貢献効果のデー

タなどを提供しています。

新たに開発した乳牛用リジンの広がり
　米国で飼料用ビジネスを展開する味の素ハート

ランド社では、2011年4月から、新たに乳牛用リジン

「AjiPro™-L」の販売を開始しました。

　これまでの飼料用アミノ酸は主に豚や鶏用に開発さ

れたもので、乳牛をターゲットとした製品の発売はグループ初の試みと

なります。牛は4つの胃を有しており、既存の飼料用リジンを乳牛に与

えると、牛の第一胃内でその大半が分解されてしまうため、タンパク合成

に必要な量を吸収させることができないという課題にチャレンジし、十

分な量のリジンを第一胃で分解されることなく牛の小腸まで届け、吸収

させる技術の開発に成功し、現在、その使用が広がり始めています。

　乳牛は米国国内だけで900万頭が飼育されており、今後、ビジネスの面

でも環境負荷低減の面でも大きな可能性を秘めた商品と考えています。

飼料用アミノ酸を利用して飼料中のアミノ酸バランスを整えると、家畜排泄物に由来する土壌・水質への負荷や、温
室効果ガスを大幅に削減できるほか、飼料用作物の耕作面積も削減できるため、世界的に注目されています。
味の素グループでは、地球にやさしい畜産を世界に広げるため、新たな製品開発や製品の環境貢献効果の評価に取
り組んでいます。

地球にやさしい畜産を広げる「飼料用アミノ酸」

堆肥化や
排水処理工程など
排泄物処理工程

土壌

土壌表流水からの
発生は19％

排泄物処理工程
からの発生が
7割以上を占める

排泄物から発生するアンモニアNOXが、
酸化・還元されることによる発生は8%

河川・海

地下水

N20

NOx

N20

N20

アンモニア

尿素態窒素

亜硝酸・硝酸

糞尿

●	排泄物由来の土壌・水質への負荷軽減
　アミノ酸の摂取バランスが悪く、必須アミノ酸で一つでも不足があると、他
のアミノ酸も体内で有効に使うことができず、窒素化合物として排泄されてしま
います。この窒素分は土壌や水質への負荷につながるため、飼料用アミノ酸
で飼料のバランスを整え、排泄窒素量を減らすことで負荷軽減に貢献できます。

●	温室効果ガスの発生抑制への貢献
　さらに、家畜糞尿中の窒素化合物は、土壌や大気中で酸化・還元され、
一部の窒素が N ₂ O（亜酸化窒素）として大気中に放出されます。N ₂ O	の
温室効果はCO ₂の約 300 倍と大きな影響力をもちます。飼料用アミノ酸
の利用で家畜の排泄窒素量を軽減することで、N ₂ Oの発生を抑制し、地
球温暖化防止につなげることができます。

●	飼料用アミノ酸（L-リジン）のライフサイクルの
　	各段階でのCO ₂排出の割合

■ アミノ酸の「桶の理論」

■ N₂O発生のメカニズム

「AjiPro ™ -L」

“飼料用アミノ酸を加えた低タンパク飼料”による
N₂Oの削減効果「見える化」に向けた取り組み
2010年７月　環境省による「オフセット・クレジット制度（J-VER）」で認定
2011年3月　経済産業省による「国内クレジット制度」の
	 対象プロジェクトとして認定
2011年9月　経済産業省等による「CFP制度試行事業」で
	 飼料用リジンのCFP値が認定 CFP 値のマーク

IFIFでのプレゼンテーション
※ IFIF：International	Feed	Industry	Federation

流通

1%

生産

66%

原材料
調達
33%

	 CFP値の認定に関するプレスリリース
	 http://www.ajinomoto.co.jp/press/2012_07_27.html		リンク

	（社）産業環境管理協会によるCFPプロクラム
	 http://www.cfp-japan.jp/		リンク
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高付加価値のコプロ製品の開発に向けて
　味の素グループでは、30年以上、資源をムダなく活かし切り、副生

物もコプロとして地域に還元する「バイオサイクル」の仕組みでアミ

ノ酸発酵製造を続けてきました。コプロは、約90％が肥料に生まれ

変わり、主に農業分野で有効利用されていますが、地域ごとの自然特

性や農作物の特性、ニーズが異なるため、それぞれの地域の農業慣

行や作物に適した利用方法の研究や効果の検証を進めてきました。

　2010年度からはコプロを中心とした農業資材関連事業を

「A-Link」と名づけ、コプロに関する各地域・作物へのより効果的な

利用方法などの知見を集積してさらなる高付加価値化を図るととも

に、畜産・水産業も視野に入れた動植物栄養の分野でのアミノ酸・

核酸の活用をグローバルに推進しており、すでに様 な々高付加価値

製品が誕生し、世界各地に事業展開が広がっています。

　例えば、発酵副生液に含まれるアミノ酸やミネラルで農作物を健

全にすることで収量を増加させるだけでなく、独自の成分で病害にも

強くする葉面散布剤はその一例です。

葉面散布剤「AJIFOLR」のグローバル展開
　葉面から効果的に栄養成分などを吸収できる葉面散布剤

「AJIFOLR」は、高付加価値のコプロの代表です。ブラジルで生ま

れた「AJIFOLR」は、1988年から事業展開されており、現在、大豆や

コーン、果樹、綿花などで利用されています。そのほか、2007年以降、

ペルー、タイ、インドネシア、ベトナム、米国などで事業展開が始まり、

2012年度より、日本でも製造・販売が始まりました。少量で効果的

に栄養を与えることができ、病害への抵抗力が高まるという効果があ

ることも報告されています。作物や地域にあわせて、成分や散布方法

などの検証を進めています。

味の素グループでは、世界各地のアミノ酸・核酸生産工場の発酵工程で生成される栄
養豊富な副生物を、アミノ酸や核酸と一緒につくられるもう一つの製品＝コプロ（Co-
Products）と位置づけ、肥料や飼料として付加価値をつけて製品化しています。
地域の自然から得た恵みで事業を行っているからこそ、原料を余さず使い、農・畜・水産
業の次のいのちを育むために役立てたいと考えています。

地域に豊かな実りをもたらす「コプロ」

液体肥料「AMI-
AMI」を保管す
るタンク（左）
と出荷するロー
リー（右）

ブドウへの葉面散布

ブラジルで販売されて
いる「AJIFOLR」

「AJIFOLR」を活用
して育てたブドウ

地域ごとに、サトウ
キビをはじめ、野菜、
果物、ゴム、コーヒー
等様々な作物に利
用される

長期間効能固形肥料 葉面散布剤 サイレージ改質剤

固形肥料 液体肥料

乾燥菌体

液体飼料

発酵副生物

日本でも新たな高付加価値の
コプロ販売を本格化
　日本でも、新たなコプロ製品の開発

と販売が進んでいます。味の素（株）

九州事業所のコプロから生まれた「ア

ミハートR」は、でん粉を納豆菌の仲

間で核酸発酵させた液体を原料とし

た液体肥料です。核酸を豊富に含み、

栽培実験では植物の根張りの促進や

収量増加、生育期間短縮などの効果

が確認されました。2011年6月より

販売を開始し、メロン、イチゴ、トマト、

ピーマン、ナス、お茶などの栽培に利

用されています。

　また、油脂事業を行っているグルー

プ会社の（株）J-オイルミルズの副生

物である“なたね油かす”に「アミハー

トR」を吸着させた家庭用園芸肥料

「すぐ効く粒状油かす」も共同開発。

「アミハートR」に含まれるアミノ酸

や核酸が肥料効果をさらに高めます。

2012年春より販売を開始しました。

　さらに、野菜の接木苗生産量日本

一を誇るベルグアース（株）とともに、

発根と根の伸長を促進する、苗専用の

肥料「早
はや

根
ね

早
はや

起
おき

R」を共同開発し、

2012年10月から発売を開始しまし

た。今後も多様な農業資材の開発・

提供を進めていきます。

「アミハートR」

「早
はや

根
ね

早
はや

起
おき

R」

レタス苗の根の生育

「アミハートR」
無処理レタス

「アミハートR」
処理レタス

慣行（水） 他社品 「早根早起R」
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　アミノ酸について深い知見を持つ味の素（株）では、「生態系

が脅かされつつある水域の活性化にもアミノ酸が役立つはずであ

る」という発想と情熱を発端として、2009年から、消波ブロック

の大手の一つである日建工学（株）、徳島大学大学院	ソシオテク

　近年日本では、海や河川の汚染や海水の貧栄養化、地球温暖

化などによる磯焼け（藻類の劣化現象）が深刻な問題になって

います。微細藻類は食物連鎖の基礎となるため、その生長を促

進することは海・河川などの水域の環境活性化につながります。

コンクリートにアミノ酸を混ぜた「環境活性コンクリート」は、水

中でゆっくりとアミノ酸を放出します。これまでの試験では、アミ

ノ酸の中でもアルギニンが、コンクリートと混和したときの相性が

最もよく、かつ、食物連鎖の基礎となる微細藻類の生長を通常の

5～10倍も促進することがわかりました。河川ではアユやウナギ

が、海域ではアワビやナマコ等が集まる傾向も確認されています。

　海や河川で用いられるコンクリートをこれまでの無機的なもの

から“有機的なコンクリート”へと変えることで、自然と人工物の

境界面の親和性を高め、食物連鎖や生態系を支える手助けにな

るほか、CO₂の吸収・固定にも役立つものと期待しています。

ノサイエンス研究部（上月康則教授）とともに、コンクリートにアミノ

酸を混ぜて藻類の生長を促す「環境活性コンクリート」の研究・開

発を進めています。

海の生態系を育む「環境活性コンクリート」の共同開発

◦	形状から素材へ
◦	無機的コンクリートから有機的コンクリートへ
◦	人工物と自然・生態系との境界面をエコトーンへ
◦	栄養分をゆっくり供給し、食物連鎖の基礎となる藻類
（微細藻類等）が生育しやすい環境をつくる
◦	食物連鎖・生態系の形成を手助けする
◦	CO2の吸収・固定が期待できる

“ひと”のコンクリートから“いきもの”のコンクリートへ
—自然と人工物の境界線の親和性を高める“有機的なコンクリート”の効果

■ 藻類の生長に関する比較結果 ■ 異業種コラボレーションによる研究体制

無機から有機へ

■ 藻類量の指標となるクロロフィルαの推移

海の環境再生機能の実験と評価 アミノ酸の環境・食資源への貢献

環境共生型素材・製品の開発

環境活性コンクリート

「環境活性コンクリート」
は、日建工学（株）・
味の素（株）・徳島大
学での共同研究により
開発されたものです

10カ月経過後も
付着藻類量が多い

クロロフィルα　μg/cm²
経過月
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全国約30カ所の様々な水域で実証実験中
　各地域、漁協の皆様の協力のもと、2012年10月現在で

およそ30カ所の海・河川にて、藻類の生育、魚や貝などの

蝟集効果の実証実験中です。様 な々水域環境での実用

化に向けて、外部専門家による建設材料としての耐久性

の試験や、アミノ酸の放出機構と速度などについての評

価も進めています。防災機能と水域環境の活性化を両立

し得るこの革新的なコンクリートが、日本各地で活用され

るとともに、今後はさらに海外でも活用されることを目指し

ています。

静岡・伊東港の沖約1キロ、水深 8メートル
の海底に設置された環境活性コンクリート製
の魚礁（重量 21.8トン）。日建工学（株）担
当者（左）と、味の素（株）担当者（右）

ウミタナゴ、ネンブツダイ、カゴカキダイ、スズメダ
イなどが泳いでくるほか、アワビやサザエなども砂
地をわたって集まってきています。壁面には微細藻
類が生長。集まってきた魚や貝が藻を食んでいます

静岡県伊東沖にて（2011年7月より）

近年、近海の海底の砂地化、藻地の減少が急速に進んでいるため、魚や貝の隠れ
処が少なくなっています。そのため人口魚礁で魚や貝を集める試みを始めました。


