
食と栄養にかかわる世界の課題

「食べること」は、私たちが生きていく上で不可欠な行為です。
バランスよく栄養を摂ることで健やかな体をつくるという生物学的な意味はもちろん、

「おいしい」と感じる喜びや、食卓を囲む楽しさは、暮らしを豊かなものにしてくれます。
食やアミノ酸を中心とした味の素グループの事業は、いのちに、そして暮らしに寄り添い、
健やかな営みを支えるものであると考えています。

今、世界中で、肥満や栄養不足、高齢者人口の増加など、栄養にかかわる様 な々課題が広がっています。
また、健やかな暮らしを脅かす病にも、立ち向かっていかなければなりません。
味の素グループは、こうした課題にも真摯に向き合い、
様 な々パートナーと連携しながら、解決に向けて取り組んでいきます。

※1　Agricultural Outlook 2010-2019, OECD-FAO　　※2　Fact Sheet No.311, WHO　　※3　World Population Prospects, the 2010 Revision, UN

2050 年

 90億人

世界で、1日に必要な
最低エネルギーを摂取して
いない飢餓状態の人の数

世界中の過体重
（BMI25以上）の

成人の数（20歳以上）

2050年の世界の
高齢者（65歳以上）の数

10億人

※1 15億人

※2 15億人

※3

現在

 70億人

世界人口 栄養不足 栄養過剰 高齢化
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「おいしさ」による栄養改善という使命を、
事業を通じて受け継ぐ
　1900年代初頭、栄養状態がよいとはいえない日本人の食生活を

改善したいという強い願いが、東京帝国大学（現：東京大学）の池田

菊苗博士の胸にありました。「粗食でもできるだけおいしく食事をと

ることで、体格や健康の向上に資する」。その想いを抱き研究を重ね

た結果、1908年、日本食の味わいに欠かせない昆布だしのおいしさ

の秘密がアミノ酸の一種であるグルタミン酸であるということを見出

し、この味を「うま味」と命名しました。

　「うま味を調味料として広げることができれば、日本人の栄養状

態を改善できる」。この志をともにした味の素グループの創業者が、

うま味調味料「味の素R」を発売するに至りました。

　食卓においしさを届けることで人々に健康と笑顔を届けるという想

いは、100年以上経った現在の私たちの事業に、脈 と々引き継がれて

います。

　アミノ酸は生命活動にとって不可欠なもの。ヒトの体も、その20%

はアミノ酸で構成されるたんぱく質でできています。たんぱく質は筋

肉や消化管、血液となるほか、様 な々酵素やホルモンとして生命に深

くかかわっています。そして、たんぱく質は日々合成と分解が繰り返さ

れており、食事によって必要な成分を摂取する必要があります。

　さらに、食事を「おいしい」と感じることは、実は健やかな体づくり

に重要であることが、最近の研究でわかってきました。アミノ酸には

それぞれの味があり、例えばグルタミン酸はうま味と酸味を感じさせ

ます。「おいしい」と感じるこのグルタミン酸の味は、体に必要なたん

ぱく質が体に入ってきたことを知らせるシグナルとなります。また、グ

ルタミン酸の受容体が舌だけでなく胃にもあることがわかっており、

消化吸収にも作用していると考えられています。

　いのちの基本である「食べる」ことを、より「おいしく」、より「健や

か」なものにできるよう、味の素グループは、いのちに欠かせない食

やアミノ酸の可能性を追求していきます。

「人々 の栄養状態を改善したい」
創業の想いを、世界に届ける

生命活動に不可欠な
アミノ酸の可能性を追求する

特集1 人 の々健やかな未来のために

（左）うま味の発見者、池田菊苗博士　（右）味の素グループ創業者、二代 鈴木三郎助

具留多味酸（グルタミン酸）と、発売当初の
「味の素R」（1910年ごろ）

「佳良にして廉価なる調味料を造り出し
滋養に富める粗食を美味ならしむること」 
池田菊苗著『「味の素」発明の動機』（青空文庫）より

■ヒトの体を構成する成分

その他

20％

たんぱく質

20％

水分

60％

ヒトの体の20％を占める
たんぱく質は、20種類の

アミノ酸で構成されており、
生体を維持するための

重要な役割を担っている

バリン

ロイシン

イソロイシン

アラニン

アルギニン

グルタミン

リジン

アスパラギン酸

グルタミン酸

プロリン

システイン

スレオニン

メチオニン

ヒスチジン

フェニルアラニン

チロシン

トリプトファン

アスパラギン

グリシン

セリン

「おいしさ、そして、いのちへ。」味の素グループが掲げるこのスローガンは、
約100年前、「日本人の栄養状態を改善したい」という想いから創業に至ったことに端を発します。
以来積み重ねてきた生命に不可欠な食やアミノ酸への知見を活かして、「世界の食卓においしさ」を広げ、
そして、人と地球の「健やかないのち」をつないでいきます。
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  味の素グループの志　http://www.ajinomoto.com/jp/aboutus/principles/  リンク
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　味の素グループでは、「誰でも買える」「どこでも買える」「どのよ

うな料理もおいしくする」ことを大切にしています。

　途上国や新興国の農村部など流通が発達していない地域も含

め、独自の配送ネットワークを確立し、スーパーマーケットのみなら

ず、ウェットマーケットと呼ばれる市場内の食料雑貨店一軒一軒にも

商品をお届けしています。またこうした地域では、より多くのお客様

が購入できるように、「ワンコイン」で買える少量の小袋でも販売して

います。例えば、うま味調味料「味の素R」は、タイでは9g（1タイバー

ツ：約3円）、インドネシアでは0.9ｇ（50ルピア：約0.5円）、フィリピン

では9g（2ペソ：約4.6円）と、その地域の方々にとって最も買いやすい

形態を工夫しています。

　さらに、商品をお届けするだけでなく、地域の食文化を踏まえつつ、

商品を上手に使っていただくためのメニューのご紹介や、料理教室

の開催など、様 な々取り組みも行っています。

毎日の食卓のために
「いつでもどこでも買える」を大切に

「日本の栄養状態を改善したい」という想いから生まれたうま味調味料「味の素R」は、世界に広がり、
今や100カ国以上で食事をおいしくするために使われています。
さらに、地域に固有の食材や食文化に合わせた調味料や加工食品・飲料など様 な々商品を通じて日々の食卓を支えています。

世界へ広げる「おいしく食べて健康づくり」

世界各地の食文化を尊重し
「もっとおいしい」を実現する

　「うま味」は人類が共通に感じるものですが、各地の料理で決め

手となる「うま味」の素材は異なります。そして、世界の国・地域には、

それぞれ育まれた独自の食文化や食習慣があります。それらを深く

理解するために、世界の味の素グループ従業員は市場に足繁く通い、

お店の方やお客様の声に耳を傾けてきました。また、各家庭の料理

や調理実態、調味料の使われ方を学ぶなど、徹底的なニーズ調査を

大切にしています。世界中で重ねた試行錯誤から知見や技術を培い、

各地の食の在り方に合わせた商品を展開してきました。

　うま味調味料「味の素R」に始まり、風味調味料※や、冷凍食品、

飲料など、味の素グループの商品領域は多様な広がりを見せていま

す。これからも、地域性に合わせた新たな食の需要に応える商品を

お届けし、食卓を支えていきます。
※　風味調味料：肉、魚、野菜などのエキスにスパイス等の香辛料、塩・砂糖、うま味調味料な

どがブレンドされた、スープ、煮込み料理、炒め物、下味付けなど幅広いメニュー・用途に使
用される汎用調味料。日本の「ほんだしR」、コンソメに相当するもの
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バングラデシュ

ミャンマー（予定）

トルコ

エジプト

ケニア

コートジボワール
カメルーン

既存進出エリア
新市場拡大エリア
新規設立現地法人

アフリカ

中近東

欧州

東アジア

アセアン

北米

中南米

南アジア

食と健康を世界で支える様々な商品の例
うま味調味料「味の素®」 風味調味料

栄養強化食品

ペルー ナイジェリア

日本 タイ

メニュー用調味料

日本
「鍋キューブ®」

フィリピン
「CRISPY FRY®」

インドネシア
「Sajiku®」

香港
「金標生抽」

即席麺

ペルー
「Aji-no-men®」

タイ
「YumYum®」

ポーランド
「OYAKATA®」

日本
「ほんだし®」

タイ
「Ros Dee®」

インドネシア
「Masako®」

ベトナム
「Aji-ngon®」

ブラジル
「Sazón®」

減塩・減糖・減脂商品

マレーシア
「Pal Sweet®」

日本
「ピュアセレクト®

マヨネーズ コクうま®」

日本
「やさしお®」

ガーナ
「KOKO Plus™」

飲料・粉末
清涼飲料水

フィリピン
「FRES-C®」

タイ
「Birdy®」

健康基盤商品

アメリカ
「Glysom®」

アメリカ
「Capsiate Natura®」

冷凍食品

フランス
「ギョーザ」

アメリカ
「エビシューマイ」

2011年のエジプト味の素社設立後、「味の素R」の事業を開始しました。

未知の調味料をどう使っていただくか―。現地でよく食べられていて、

「味の素R」と相性のよい料理を探し、現地の定番料理「ロッズ（塩味付き

ご飯）」をキーメニューとして提案することにしました。庶民が買い物に訪

れるスーク（市場）のお店を一軒一軒歩いて訪問。この調味料で広が

るおいしさを説明して販売し、見やすい場所に陳列します。道行く

人には写真つきメニューチラシを1日に約1,000枚配布。うま味

を通じて、エジプトの食卓においしさと笑顔を広げるために、

こうした活動をこれから何年も何十年も続けていきます。

エジプト味の素食品社　代表取締役社長　宇治 弘晃

■ 海外コンシューマーフーズ事業の展開（味の素グループ中期経営計画（11-13年度）より）

エジプトの食卓においしさを広げる

特集1 人 の々健やかな未来のために

味の素グループは、「味の素R」をはじめ調味料や加工食品など様 な々食品事業を世界中で展開しています。
2011年度、新たにバングラデシュ、トルコ、エジプト、コートジボワールに法人を設立し、
2013年度は、ナイジェリアのウエスト・アフリカン・シーズニング社の新支店を、カメルーンとケニアに設立します。
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　現代では、食生活の変化や運動不足などによって、先進国のみな

らず新興国においても肥満人口が増加し、過剰栄養の状態にある

人々が世界で約15億人いるといわれています。肥満は糖尿病・高血

圧などの生活習慣病のリスクを高めるため、社会問題となっています。

　味の素グループでは、おいしさを保ちつつ無理なく「減塩・減

糖・減脂」を実現した製品や、栄養バランスのよい食事のとり方・メ

ニューの紹介、運動の推奨などを通じて、栄養を摂り過ぎずに健康

を実現できるようサポートしています。

　また、「うま味」がもたらす満足感が過剰なカロリー摂取を抑制し、

肥満の低減につなげられるということがわかってきています。この

効果に着目し、味の素（株）では、米国農務省（USDA）の研究機関

や、欧米・アジアの様 な々研究機関・企業とともに研究を進めていま

す。加えて、「だし」のうま味を活用することで油分や塩分を抑える日

本料理の調理法も、課題解決に結びつく可能性があります。味の素

グループでは、日本食を紹介するセミナーなども世界各地で開催し

ています。

栄養過剰の改善のために

健康の基盤である「食」。しかし世界では、社会・経済状況、年齢や暮らし方、栄養に関する知識不足など
様 な々要因によって適切な栄養摂取ができず、健康を保つことができないという課題が顕在化しています。
味の素グループは、食やアミノ酸、そしてこれまで培った私たちの知見を通じて、
多様化する世界の栄養・健康課題の解決に向けて取り組んでいます。

「食」の力で、健康・栄養課題を解決する

栄養不足の改善のために
　世界では途上国を中心に、約10億人が栄養を十分に摂れず、飢

餓状態にあるといわれています。味の素グループでは、事業を通じ

た食や栄養の提供に加え、地域ごとの栄養課題を改善するために、

各地で様 な々活動を行っています。

　アフリカのガーナでは、乳幼児の深刻な栄養不足を解決すべく、

ガーナ国内や国際的に活動する様 な々団体とパートナーシップを組

み、ソーシャルビジネスを進めています。

　また、『味の素「食と健康」国際協力ネットワークプログラム』

（AINプログラム）※1では、1999年の開始以降、12カ国で63件のプロ

ジェクトを支援してきました。2012年度は、バングラディシュのストリー

トチルドレンに対する昼食提供プロジェクトや、インドの農村部にお

ける栄養に関する人材育成プロジェクトなど13件を支援しました。

　この他にも、「50の学校給食施設建設プロジェクト」（タイ）や「子

どもの栄養改善プロジェクト（AINP）」（インドネシア）など、食・栄

養環境の向上をサポートするための様 な々取り組みを、各現地法人

が推進しています。

※1　AINプログラム：途上国や新興国の貧困地域の母子や女性の栄養改善を目的と
した「食・栄養」分野の国際協力支援活動。国内外のNGOやNPO、大学、専門
家の方 と々連携し、その国の課題に合ったプロジェクトを支援している

（左）AINプログラムでの栄養改善プロジェクト（上：インド、下：カンボジア）、（中央）50の学校給食施設建設プロジェクト（タイ）、（右）子どもの栄養改善プロジェクト（インドネシア）

 P15　 特集1：ガーナ栄養改善プロジェクト
 P115　コミュニティ：「AINプログラム」による途上国の栄養改善
 P117　コミュニティ：味の素グループ各国法人・財団による活動

   参照

特集1 人 の々健やかな未来のために
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スポーツを通じた健康づくり
　健康を保つためには、栄養バランスのとれた食事はもちろん、適

度な運動も重要です。子どもから高齢者まで、また健康維持のため

に楽しく運動を続けたい方からトップアスリートまで、運動や理想と

する体づくりへの考え方は多様です。味の素グループでは、アミノ酸

や天然素材の持つ栄養・生理機能を活かし、科学的根拠に裏づけ

られたスポーツ栄養機能食品を提供することで、様 な々ニーズに応

えています。

　さらに、スポーツ文化の振興のために、トップアスリートの栄養サ

ポートパートナーとしてオリンピックの支援なども行っています。2012

年のロンドン五輪では、日本オリンピック委員会（JOC）と共同で、オ

リンピック日本選手団のスポーツニュートリション指導とアミノ酸コン

ディショニングのサポートを行いました。また、「味の素ナショナルト

レーニングセンター」などでは、競技力向上の重要な要素である「ト

レーニング」「栄養」「休養」におけるサポートを充実させています。

「味の素ナショナルトレーニングセンター」内の栄養管理食堂で
は、勝てる体づくりのための食事プログラム「勝ち飯 R」を展開

「味の素ナショナルトレーニングセンター」

スポーツサプリメ
ント「アミノバイタ
ルRGOLD」

被災地での「心と体の健康づくり」のために

TOPICS

　東日本大震災の被災地では、地震発生から2年半が経過してもなお、約

29万人の方々が避難生活を送っておられます。長引く避難生活により、食

生活の乱れや運動不足、疾病リスクの増加、語らいの機会減少など、心と

体の健康に直結する様々な課題が一層深刻化しています。

　こうした課題を少しでも軽減できるよう、味の素グループでは、地域の行

政や栄養士の方々など様々なパートナーとともに、「健康・栄養セミナー」を

2011年10月より継続しています。住民の皆様が集まって調理をし、おいし

い料理を囲みながら語り合う場として始まったこの取り組みは、現地での高

血圧リスク・症状の増加を受けて、2012年度以降、減塩メニューの調理や

減塩に関する講話、血圧測定、体操教室なども行うようになりました。

　これからも復興の足取りが確かなものになるまで、被災地での「心と体の

健康づくり」を応援していきます。

「健康・栄養セミナー」を

3 県 32 市町村で507回実施
（2013 年 9 月末時点）

牛乳・乳製品
（カルシウム・たんぱく質）
骨をじょうぶにする

主食
（主に炭水化物）
体を動かすため
に必 要なエネル
ギー源

主菜
（たんぱく質）
皮膚・筋肉・骨・血液な
ど体づくりの材料

汁物
胃腸を保護
内臓をケアする

副菜
（ビタミン・ミネラル）
体の機能を調節する

果物
（ビタミンC・炭水化物）
疲労回復に役立つ
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  P123　コミュニティ：東日本大震災 被災地の復興支援   参照

　世界では急激に高齢化が進行しており、2050年には高齢者人口

が約15億人に達するといわれています。加齢に伴う健康課題や、医

療費・社会保障費の増大等の社会課題を解決し、高齢になってもい

きいきと暮らしたいという願いの実現に向けて、味の素グループは

食・アミノ酸の知見を活かした様 な々ソリューションを提案しています。

　加齢によって、人の体内の筋肉合成と分解のバランスは崩れ、筋

力が低下します。味の素グループの研究では、適度な運動に加えアミ

ノ酸を摂取することが、運動機能の改善に有効であることがわかっ

ています。運動機能の向上により要介護リスクが減少すれば、より多

くの人々が健やかなシニアライフを送れるものと期待されています。

　一方、病院、介護施設、自宅等で要介護・要支援の生活を送る

方々は、通常の食事から十分な栄養を摂ることが難しいため、栄養

バランスだけでなく食べやすさ（摂取しやすさ）を兼ね備えた食事が

必要です。味の素グループではそうしたニーズに応える「医療用食

品」、そして、さらにおいしさにもこだわった「栄養ケア食品」のほか、

噛む力が低下してしまった方でも楽しめる「ユニバーサルデザイン

フード」※2の冷凍食品などを通じて、食べる喜びをお届けしています。

　また、アミノ酸や天然素材の持つ有用性を活かし、人が本来持っ

ている“健康に生きる力”を引き出すことをコンセプトにした「健康基

盤食品」を通じて、活力ある暮らしをサポートしていきます。

高齢化社会でのよりよい暮らしのために

※2　ユニバーサルデザインフード：日常の食事から介護食まで幅広くお使いいただける、
食べやすさに配慮した食品

  味の素KK医療・介護用食品サイト　http://www.ajinomoto.co.jp/nutricare/  リンク

 東日本大震災に関する影響と取り組み
  http://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/earthquake/  リンク

http://www.ajinomoto.co.jp/nutricare/
http://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/earthquake/


特集1 人 の々健やかな未来のために

ガーナ栄養改善プロジェクト
ソーシャルビジネスで子どもの栄養改善に貢献する

Focus

「最初の1,000日間」の栄養が
子どもたちの未来をつくる

BOP（Base of the Pyramid）と呼ばれる年間所得3,000ドル以下の低所得者層は、世界人口の約60％、41億人にのぼり、
特に開発途上国に集中しています。こうした国 で々は、乳幼児の発育不良と高い死亡率が深刻な問題となっています。
味の素グループでは、こうした課題の解決に貢献するため、ガーナの子どもたちの栄養改善に向けたソーシャルビジネスを開始しています。
さらに未来へ向けて、他の国・地域の栄養改善にもつなげていきたいと考えています。

NGOと連携し、現地の母子
の食習慣や味覚の入念な調
査を実施

ガーナでは、主に生後6カ月以降の離乳期の栄養不足が原因で、2歳児の30～40％が低
身長

子どもの発育を決める「最初の1,000日間」の栄養

　妊娠期から子どもが2歳の誕生日を迎えるまでの「人生最初の

1,000日間」。この期間の栄養不足によって引き起こされた成長不

良は、その後に取り戻すことは難しいといわれています。味の素

グループはここに着目し、2009年に「ガーナ栄養改善プロジェク

ト」を開始しました。このプロジェクトでは、離乳食の栄養バラン

スを強化するアミノ酸入りのサプリメント「KOKO PlusTM」の製

造・販売を通じて、離乳期の子どもの栄養を改善することを目指

しています。

　ガーナの政府機関や大学をはじめ、国際機関や国際NGO、企

業等、様 な々ステークホルダーとパートナーシップを築き、事業を

通じて社会課題を解決するソーシャルビジネスモデルの構築に向

けて、着実に歩みを進めています。

ガーナでの朝食の定番で伝統的な離乳食でもあるお粥“KOKO”は、エネルギーやたんぱく
質、微量栄養素が不足している。このKOKOにアミノ酸入りのサプリメント「KOKO PlusTM」を
加えることで、不足栄養素を補うことができる。貧困層でも購入しやすい価格設定にしている
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特集1 人 の々健やかな未来のために

様 な々パートナーと構築する
持続可能なソーシャルビジネスモデル

グローバルな枠組みに参加し、取り組みをさらに加速させる
　味の素グループは、国際社会とともに栄養改善の解決に向け

た歩みを進めるべく、2013年5月に横浜で開催されたアフリカ開

発会議、ニューヨークの国連本部での「平和構築のためのビジ

ネス」に関する国際会議（2013年6月）をはじめ、様 な々場面にお

いて意見交換や情報発信を行っています。英国政府がホストと

なり2013年6月に開催された、母子の栄養改善に焦点をあてた国

際会議「Nutrition for Growth」※1では、“Global Nutrition for 

Growth Compact”※2への参加を表明。「ガーナ栄養改善プロ

ジェクトを通じて、20万人の離乳期の子ども、10万人の妊娠期・

授乳期の母親、25万人の学童の栄養改善実現を目指す」こと等

を宣言しました。

　また2013年9月には、国連開発計画（UNDP）の官民連携プロ

グラムである「ビジネス行動要請 （BCtA）」※3にも日本の食品

※1　Nutrition for Growth：各国政府、国連、世界銀行など国際機関、NGO、企業な
ど97の組織が参加し、栄養改善の実現に向けた取り組みの加速を宣言

※2　Global Nutrition for Growth Compact：「Nutrition for Growth」に参加し
た各組織が表明した、途上国の母子栄養改善の実現のため行動計画

※3　ビジネス行動要請（BCtA：Business Call to Action）：民間企業のコアビジ
ネスを通じて、ミレニアム開発目標（MDGs）を達成することを目的に、2008年
に発足した企業・政府・開発援助機関が参加するグローバルなイニシアティブ

企業として初めて参加しました。今後も、国際社会とともにこの取

り組みをさらに加速・発展させていきます。

ガーナ大学
 Department of Nutrition and Food Science

Prof. Kwaku Tano-Debrah

子どもの栄養不良はガーナにとって大きな問題であり、対策が

求められています。そんな中、官民連携でこの社会問題を解決す

るモデルになり得る本プロジェクトに、ガーナ大学

が参加し、ガーナ側のまとめ役としての役割を果

たせることを誇りに思っています。現地政府機

関との連携推進は、プロジェクトの推進に

不可欠です。すべての関係者がWin-

Winの関係を築けることを強く期待し

ています。

母親に栄養の大切さを伝えるために、現地政府
保健機関やNGOらとともに栄養教育・啓発活動
を実施

現地スタッフによる製造を軌道に乗せるため
に、指導を行う

　開発途上国でのソーシャルビジネスを発展させるためには、途

上国特有の多くの問題を乗り越えなくてはならず、企業一社のみ

での推進は困難です。味の素グループは、様 な々セクターとパー

トナーシップを築き、シナジーを発揮しながら、研究開発・生産・

教育・販売のプロセスを継続的に発展させることで、効果的で持

続可能なビジネスモデルの構築を目指しています。

　2012年度には、現地の食品会社Yedent社を生産パートナーと

して「KOKO PlusTM」の製造工場をガーナ中西部に立ち上げ、生

産を開始しました。2013年度からは、現地の大学、NGOとともに、

製品の「栄養効果確認試験」（40コミュニティ、1,200名を対象）

を開始するとともに、ガーナ北部・南部での「流通モデル構築試

験」を行い、2014年度以降の本格販売に向けた準備を進めてい

ます。「KOKO PlusTM」を購入した母親からは、「子どもの体調が

よくなった」「病気になりにくくなった」といった声が聞かれています。

ガーナ北部の農村部における「流通モデル構築試験」。13コミュニティで地域の女性
販売員を起用し、「KOKO PlusTM」を母子に届けている
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  P50　人権：ガーナ栄養改善プロジェクト   参照
 ガーナ栄養改善プロジェクト
 http://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/ghana/  リンク

http://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/ghana/
http://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/ghana/


特集1 人 の々健やかな未来のために

「医薬・医療」分野で、健やかな暮らしを支える

いのちの源であるアミノ酸は、患者さんへの栄養補給や医薬品原料として、今や「医薬・医療」分野でも不可欠な存在です。
味の素グループでは、長年培ってきた食やアミノ酸関連技術・知見を活かして、病気の予防診断や先端医療など、
人々の健やかな暮らしを実現する新たなソリューションの創出を目指し、挑戦を続けていきます。

「ひとを見つめる創薬」で
病気と闘う方 を々支える

味の素製薬（株）のスローガン「ひとを見つめる創
薬」には、患者さんや医療関係者一人ひとりの目
線で、新薬を開発・生産し、医療現場に一日でも
早く届けたいという想いが込められています。

人々の健やかな暮らしの実現

食やアミノ酸への知見と技術

検診
・「アミノインデックス ®がんリスクスクリーニング」　等

医薬品
・消化器疾患領域（成分栄養剤、分岐鎖アミノ酸製剤、
  経口腸管洗浄剤　等）
・代謝性疾患領域
  （血圧降下剤、骨粗鬆症治療剤、
   糖尿病用剤）

医療用食品・栄養ケア食品
・濃厚流動食
・栄養調整食
・栄養ケア食品　等

医薬品原料
・医薬用アミノ酸（輸液、経腸栄養、その他医薬品、培地などに使用）
・医薬中間体（降圧剤、抗エイズ薬、抗ウイルス薬中間体等）
・バイオ医薬品原料（培地、たんぱく質の製法開発受託事業等）

　味の素グループは、1956年に世界で初めて結晶アミノ酸輸液を世

に送り出して以来、食とアミノ酸関連の技術やノウハウを医薬事業へ

と応用してきました。現在では、医療用食品（流動食）などの「臨床

栄養」のほか消化器疾患、炎症性腸疾患（IBD）の領域を中心とし

たユニークな製品を提供しています。

　病気と闘っている患者さんの中には、医薬品や医療用食品によっ

て命をつないでいる方々がいらっしゃいます。味の素製薬（株）では、

「ひとを見つめる創薬」を通じた患者さん一人ひとりのクオリティ・オ

ブ・ライフ（QOL：生活の質）の向上を目指して、世界に通じる特徴あ

る新薬の創出や、積極的な既存薬の改良研究および導入を続け、健

やかな暮らしの実現に貢献していきます。
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 研究開発分野〈医薬・健康〉
 http://www.ajinomoto.com/jp/rd/division/pharmaceutical/  リンク

TOPICS

　日本国内では、医療機関に受診されていない方を含めると30万人

以上の肝硬変患者さんがいるといわれています。味の素製薬（株）で

は、肝硬変の患者さんが特に不足しがちな３種類の分岐鎖アミノ酸

（BCAA）を補い、栄養状態を改善することができる医療用医薬品

「リーバクトR配合顆粒」をお届けしてきました。

　しかし、以前より高齢の患者さんから「顆粒が入れ歯に挟まる」「飲

み込むのが大変」といった声が多く寄せられていました。そこで、分岐

鎖アミノ酸製剤としては初めてのゼリー剤型となる「リーバクトR配合

経口ゼリー」を開発し、2013年7月より発売しました。ゼリー剤は、患

者さんのペースで服用しやすく、口の中に残りづ

らいため、1日3回継続して服薬できる患者さんが

増えてくれればと期待しています。何よりも患者

さんの栄養状態が「リーバクトR」により改善し、

患者さんとそのご家族が笑顔で日々過ごせること

を心から願っています。 味の素製薬（株）
 マーケティング第1部

堀江 孝

■味の素グループの「医薬・医療」分野での貢献

医薬品

「リーバクトR配合顆粒」（左）と、新発売した「リーバクトR配合経口ゼリー」（右）

医薬品

さらに服用しやすい薬へ 
「リーバクト R配合経口ゼリー」の開発

http://www.ajinomoto.com/jp/rd/division/pharmaceutical/


味の素ジェネクシン社

動物細胞用培地
糖／アミノ酸／塩類／ビタミン／微量成分（ミネラル）など

数十種にわたる成分

培地の供給

製薬企業
動物細胞

培養工程 精製・製剤工程

精製された
バイオ医薬品

バイオ医薬品
製剤

※1　バイオ医薬品：主に遺伝子組み換え等のバイオテクノロジーを活用して、たんぱく質
やペプチド、核酸などによりつくられた医薬品

※2　「CORYNEXR」：コリネ菌（グルタミン酸生産菌）を用いて、たんぱく質・抗体医薬
品などバイオ医薬品の生産を効率化する先端技術を活用した事業

わずか5ミリリットルの血液で、
男性4種、女性5種のがんの

リスクスクリーニングが可能に
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 「アミノインデックスR」
 http://www.ajinomoto.co.jp/products/aminoindex.html  リンク

 プレスリリース
 http://www.ajinomoto.com/jp/presscenter/press/detail/2012_11_15.html
 http://www.ajinomoto.com/jp/presscenter/press/detail/2013_04_05.html

  リンク

 「CORYNEXR」の特徴
 http://www.ajinomoto.co.jp/corynex/jp/characteristic/  リンク

　先端医療分野で注目されているバイオ医薬品※1は、これまで治療

が困難だった疾患への適用と高い治療効果から、北米を中心に拡

大しており、今後、世界的な普及が期待されています。

　味の素グループは、輸液の製造やアミノ酸の研究で培ってきた技

術や知見を活かし、細胞を培養するための無血清培地を1987年か

ら販売、バイオ医薬品の生産研究などに幅広く使用されています。ま

た、バイオ医薬品の生産を効率化する、独創的なたんぱく質の製法

を開発し、たんぱく質受託製造事業（「CORYNEXR」※2）として

2009年より推進してきました。

　バイオ先端医療分野での取り組みをさらに加速させるべく、 

2012年度には韓国で、バイオ医薬品の生産に用いる培地の生産・販

売を行う味の素ジェネクシン社を設立。2013年度には米国で、バイ

オ医薬品の開発・製造受託事業を行うアルテア社を買収し、味の素

アルテア社として活動を開始しました。今後もバイオ先端医療分野

の事業を広げ、世界の人々の健やかな暮らしの実現に貢献していき

ます。

より多くの人々が先端医療を
受けられる社会を目指して

病気の早期発見をサポートする
「アミノインデックスR」の広がり

　高齢化や医療費の高騰に伴い、検診など、病気になる前の予防医

療の重要性がますます注目されています。

　味の素（株）では、血液中のアミノ酸濃度を分析・解析することで、

複数のがんのリスクを評価するサービス「アミノインデックス®がんリ

スクスクリーニング（AICS）」を（株）エスアールエルと共同実施して

います。現在、約700施設にまでAICSの導入が広がっており、この

普及により、がん検診の受診率向上、早期発見による死亡率の減少、

医療費の削減への貢献が期待されています。

　またAICSは、2011年より神奈川県、横浜市および川崎市が推進

する「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」で、2012

年より鳥取県の「鳥取発次世代社会モデル創造特区」でも採用され、

個別化・予防医療に対応した新サービス創出に向け、地域住民の健

康増進への活用が検討され始めています。

　今後は、がん検診だけでな

く、栄養状態や生活習慣に起

因する複数のリスクを評価でき

るサービスも展開する予定です。

また海外展開も視野に入れ、さ

らなる研究を進めていきます。

胃

肺

大腸

乳腺

前立腺

子宮・
卵巣

「アミノインデックス®」の認知浸透・普及

国の予防医療施策への
組み込みへ

味の素
（株）

栄養指導サービスなどの
新産業創出へ

神奈川県

横浜市

川崎市

研究コンソーシアム

横浜市立大学
医学部

神奈川県下
医療機関

神奈川県立
がんセンター

研究成果

地域支援・広報

■京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区での
　主な取り組み

http://www.ajinomoto.co.jp/products/aminoindex.html
http://www.ajinomoto.co.jp/corynex/jp/characteristic/
http://www.ajinomoto.com/jp/presscenter/press/detail/2012_11_15.html
http://www.ajinomoto.com/jp/presscenter/press/detail/2013_04_05.html



