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人と地球の健やかな未来に
貢献する製品を届ける

自然の恵みを
見守り、育む

原料を効率よくムダなく使い、
地球にかける負荷の
小さな製品をつくる

自然の恵みを
持続的に調達する

地球持続性の課題 食資源の課題

サトウキビから「味の素R」。カツオから「ほんだしR」。
健やかな地球環境の中で育まれる世界各地の自然の恵みから、
食や健康、暮らしを支える様 な々商品・サービスを生み出すことが味の素グループの仕事です。

事業を行えば行うほど、豊かで健やかな地球・社会の未来に貢献できるように。
地球とともに、いつまでもつくり続けられるように。
私たちは、自然の恵みを大切に、人と地球のサステナビリティをつなぐ製品づくりを続けています。

※4　FAO「World Agriculture: Toward 2015/2030」
※5　OECD-FAO「Agricultural Outlook 2009-2018」

※1　「国連ミレニアム生態系評価」
※2　The 2030 Water Resources Group「Chartering Our Water Future」
※3　IPCC「第4次評価報告書 第1作業部会報告書」

特集 2

2030年の世界の
水需要の、現在の

供給量に対する割合

+40％

※2

22世紀までに失われる
生態系サービスの割合

-60％

※1

化石エネルギーを
重視し、これまでの

経済成長を続けた場合の、
約100年間の世界の平均気温上昇

+4℃

※3

1990年代後半と
比較した、2030年の

途上国の食肉需要増加の割合

+40％

※4

2005年と比較した、
2050年に必要な
食料生産の割合

+70％
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人と地球の健やかな未来に
貢献する製品を届ける

自然の恵みを
見守り、育む

原料を効率よくムダなく使い、
地球にかける負荷の
小さな製品をつくる

自然の恵みを
持続的に調達する

ものづくりのすべての工程を
サステナブルなサイクルに組み込む
　地球は、すべてのいのちの基盤です。しかし、世界の人口が70億

人を超え、さらなる増加が見込まれる中、生物の多様性や気候変動、

資源の枯渇など、様 な々課題を抱えています。

　創業からの約100年間、私たちは自然の恵みを大切に、ムダなく活

かし切る取り組みを続けてきました。その歴史を引き継ぎ、健やかな

人と地球のサステナビリティをつなぐ仕事

私たちの暮らしは、健やかな地球環境と、そこで育まれる豊かな自然の恵みがあって初めて成り立ちます。
味の素グループは、人だけでなく地球上の多様ないのちの健やかな未来のために、
社会の様 な々パートナーの方 と々ともに、人と地球のサステナビリティをつなぐ仕事を続けていきます。

特集2 地球とともに、つくり続けるために

地球環境の中で暮らす様 な々生き物、そして人々のいのちをつない

でいくことが、現在、そして未来の事業に課せられた使命です。

　味の素グループでは、直接の事業領域にとどまらず、製品の原料

調達から輸送、生産、販売、使用、廃棄に至るまで、社会の様々な

パートナーの方 と々ともに人と地球のサステナブルなサイクルをつな

いでいきます。



自然の恵みを、いつまでもお届けするために

味の素グループの事業の基本は、「自然の恵みに付加価値をつけて社会にお届けすること」です。
海や森林、畑など、様 な々生き物を育む地球環境が健全な状態であってこそ、自然の恵みを享受することができます。
味の素グループでは、いつまでも製品をお届けできるよう、すべてのいのちの基盤となる生態系を見守り、
原材料を持続的に調達するための取り組みを進めています。

　世界各国で事業を展開する味の素グループは、原材料調達や操

業など事業活動において各地域の生態系と様 な々かかわりを持って

います。2011年度から2013年度までの「味の素グループ環境中期計

画」では、調達する多くの原材料などの中でも、事業や生態系に影

響の大きいものを精査し、持続可能な調達に向けた把握や管理の

取り組みを進めています。

　事業活動の中で日常的に広く利用する紙については、その調達に

よって森林破壊につながらないようにするための「味の素グループ 紙

の環境配慮調達ガイドライン」を2012年1月に策定し、持続可能な調

達を進めています。また、製品の原材料については、アミノ酸の発酵

原料の一つとなるキャッサバや、国内の主力商品である「ほんだしR」

の原料となるカツオなどについて、その持続可能な調達に向けたリス

クを確認する活動を行っています。

　地域の生態系から持続可能な形で自然の恵みを調達し、いつま

でも製品をお届けするために。味の素グループの事業活動を通じて

地球環境や生態系に与える影響や、海・畑などの資源の状況を把握

し、農業や水産業などに直接かかわる方々やお取引先様、社外の

専門家の方 な々どとともに、持続可能な調達の取り組みを続けてい

きます。

重要原料の持続可能な調達に向けてすべてのいのちの営みの基盤、
生態系を見守る
　人々の暮らしは、地球上の多様な生き物の健やかな営みに支えら

れています。

　食やアミノ酸などを通じて人と地球の健やかな未来に貢献するこ

とを目指す味の素グループの事業も、製品原料としての農・畜・水産

物や、紙などの資材としての森林資源など、様 な々自然の恵みがあっ

てこそ成り立っています。こうした自然の恵みは、多様な生物とそれら

のつながりによって形づくられる健やかな生態系・生物多様性によっ

て支えられています。

　味の素グループでは、多様ないのちの健やかな営みが未来にわ

たって永続し、その恵みをいつまでも享受することができるよう、「味

の素グループ環境理念・基本方針」に生態系保全を事業基盤の最

も根本的な要素として明記するとともに、2012年2月に、「味の素グ

ループ 生物多様性に関する考え方と行動指針」を定めました。地域

生態系と共生する事業所としての敷地管理をはじめ、重要原料の調

達などについても、地域・社会と協働しながらサプライチェーン全体

で生物多様性保全の取り組みを進めています。

　Ｐ43　公正な事業慣行：CSR調達の推進
 Ｐ71　環境：味の素グループの環境理念と環境基本方針
 Ｐ78　環境：生態系・生物多様性の保全

   参照
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TOPICS

古くから日本人に親しまれるカツオ。かつお節、かつおだし、刺身などとして、日本の食文化に欠かすことのできない大切な海の恵みです。
味の素（株）の主力商品の一つ「ほんだしR」も、1970年の発売以来、
かつおだしをきかせることのできる調味料として、ご家庭の食卓を支えてきました。
しかし、カツオの需要は世界的にも増えつつあり、また、その生態についても、わかっていないことが多くあります。
私たちは、「ほんだしR」をいつまでもお届けできるよう、カツオの生態について理解を深め、その資源の状況を見守るため、
「太平洋沿岸カツオ標識放流共同調査」を行っています。

　味の素（株）では2009年度より、黒潮本流沿いの南西諸島海域

から西日本沿岸へのカツオの来遊（移動）を確認することを目的に、

（独）水産総合研究センター 国際水産資源研究所と共同で「太平洋

沿岸カツオ標識放流共同調査」を実施しています。現在までにおよそ

10,000尾に及ぶ「通常標識」での放流調査を実施し、これまで知られ

ていなかったカツオの生態についての様々な知見が蓄積されています。

　2011年度からは、より画期的で詳しいデータが得られる調査に挑

戦するため、黒潮源流海域で初の試みとなる最新式の「記録型電子

標識（アーカイバルタグ）」を用いた大規模放流調査を実施中です。こ

の記録型電子標識は、再捕されるまでの遊泳中の日々のカツオの位

置と水深、水温、体温を30秒ごとに1年間にわたり記録できるもので、

小型のものが開発されたのは最近のこと。カツオへの実際の装着は

世界最先端の研究です。

　2012年の2月・4月に与那国島沖で169尾のカツオに装着・放流し、

10月までに7尾の再捕が得られました。これにより世界で初めて南西

諸島海域において、合計約500日間にわたるカツオ遊泳行動の詳細

を記録することに成功。移動経路のみならず、遊泳水深や遊泳海域

の水温などを新たに把握することができました。2013年度は、「食餌

行動の調査」も項目に加え、調査を継続しています。

　こうした記録の分析と科学的知見の蓄積を進めることによって、カ

ツオの資源量や生態の理解、国際的カツオ資源管理に資することが

期待されています。

　陸上と違い、海の中の状況を把握するのはとても難しいことですが、

かつおだしをいつまでも味わえるよう、今後も漁業者や水産専門家の

方々などと連携して取り組みを継続していきます。

500日間にわたる遊泳行動の記録に成功 電子標識（アーカイバルタグ）を装着した
カツオ7個体の再捕に成功

※　データから推定される位置は誤差が大きいため、この経路は候補の一つ

120˚E 125˚E 130˚E 135˚E
20˚N

25˚N
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35˚N

120˚E 125˚E 130˚E 135˚E
20˚N

25˚N
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1個体目

2個体目

1個体目
放流
日　時：2012/2/10
場　所：与那国島
尾叉長：44cm

1個体目
再捕
日　時：2012/4/19
場　所：屋久島南
尾叉長：46cm

2個体目
再捕
日　時：2012/5/11
場　所：口之島西
尾叉長：約43cm

2個体目
放流
日　時：2012/4/8
場　所：与那国島
尾叉長：42cm

合計約500日間に及ぶ
行動の記録に成功
（本海域初）

一連の活動が「継続した調査によって海洋生物多様性の保全
と持続可能な利用に貢献する、日本を代表する尊厳ある取り組
み」として評価され、2013年9月、（公財）イオン環境財団による
「第3回 生物多様性日本ア
ワード」において「優秀賞」
を受賞しました。  カツオ標識放流共同調査ギャラリー

  http://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/sea/gallery.html　
  （独）水産総合研究センター 国際水産資源研究所　http://fsf.fra.affrc.go.jp/

  リンク
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  Ｐ78　環境：生態系・生物多様性の保全   参照

特集2 地球とともに、つくり続けるために

海の恵み・カツオ資源を見守るために― 
太平洋沿岸カツオ標識放流共同調査

http://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/sea/gallery.html
http://fsf.fra.affrc.go.jp/


自然の恵みを活かし切り、
地域の豊かな実りを育むために
製品をいつまでもお届けするためには、自然の恵みをムダなく活かし切り、地球環境に負荷をかけずに生産することが不可欠です。
味の素グループでは、すべての製品づくりの現場で、
地球とともにあるビジネスの確立に向けて、その可能性を徹底的に追求しています。

　アミノ酸を発酵製造する際、発酵液からアミノ酸を取り出した後の

液体にも豊富な栄養が含まれています。私たちはこれも自然からの

大切な恵みと考え、もう一つの製品＝Co-Products（コプロ）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。

　味の素グループのアミノ酸製造の過程でできる副生物の、コプロ

としての再利用率はほぼ100％。世界各地のアミノ酸発酵工場から

生まれたコプロが、野菜やサトウキビの他、トウモロコシ、コーヒー、

オレンジ、パイナップル、ゴムの木など各地域の農作物を育む肥料と

して活用されているほか、飼料としても利用され、畜・水産業にも貢

献しています。世界各地で原料を余さず使い切りながら次のいのち

を育む循環が生まれています。

「コプロ」で畑の恵みを育むいつまでもつくり続けられる仕組み、
「バイオサイクル」

　「うま味」成分であるグルタミン酸は、昆布やトマトにも豊富に含

まれていますが、こうした原料から調味料として使えるように大量に

抽出しようとすると、資源はすぐに枯渇してしまいます。そこで私たち

は創業以来104年にわたり、常に資源効率の高いアミノ酸の製造工

程を追求してきました。

　現在、世界9カ国に広がる18のアミノ酸工場では、立地する地域ご

とに入手しやすいサトウキビやキャッサバなどの農産物を原料として、

発酵法によってアミノ酸を製造しています。生産過程で出る副生物

は、肥料や飼料として地域の農・畜・水産物を育むために活用してい

ます。

　私たちは、地域とともにつくり続けられるこの資源循環型のアミノ

酸発酵製造工程を「バイオサイクル」と呼び、30年以上世界各地で

続けてきました。今では、こうした資源をムダなく活かし切る取り組

みは、アミノ酸発酵工程だけでなく、味の素グループの様 な々事業の

基本になっています。

■ 資源循環型のアミノ酸発酵製造工程「バイオサイクル」

この図は味の素グループが1年間に世界各地で生産するうま味調味料｢味の素R｣を50万トンとして、その原料がすべてサトウキ
ビと仮定して表したモデルです。サトウキビ栽培ならびに製糖産業にかかわる数値は世界の標準的な数値を用い、うま味調味
料｢味の素R｣生産に関する数値は味の素グループの実績に基づいています。

1 牛の飼料やトウモロコシの肥料
に活用。トマトや芝の栽培試験
も実施

2 液体肥料はサトウキビやトウモ
ロコシ、パイナップル、イネなどの
栽培に

3 牛の飼料としてコプロを活用
4 液体肥料「AMI-AMI」はサトウ

キビ、イネなどの栽培に。ティラ
ピアなどの水産養殖用にも利用

サトウキビ畑50万haに必要な
化学肥料（窒素分）の70％をカバー

糖蜜（サトウキビの搾り汁）

製糖工場

150万t

光合成によって
大気中のCO2を吸収

化学肥料

2,800万t

粗糖

420万t

サトウキビ

3,800万t

副生物
160万t

有機質肥料
160万t

太陽

R

うま味調味料「味の素  」

製品

50万t

R

副生物の資源化

バイオサイクル
地域とともに、いつまでもつくり続けられる仕組み

収 穫

50万ha

サトウキビ畑

副生物の資源化

収 穫

うま味調味料
「味の素  」

窒素分

化学肥料製造に伴う排出CO2の削減に貢献

1 アメリカ

2 インドネシア

3 フランス

4 タイ
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  P82　環境：地球にやさしい畜産を広げる「飼料用アミノ酸」   参照



特集2 地球とともに、つくり続けるために

 P25　特集2：地域とともに歩むGreen Factoryを目指して
 P90　環境：温室効果ガスの排出削減
 P92　環境：水資源の保全

   参照
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  P76　環境：「味の素グループ・ゼロエミッション計画」と2012年度実績   参照

ゼロエミッションの追求 地域ごとに最適な手法・設備で
CO₂や水の排出量を抑制　味の素グループでは、あらゆる事業領域から発生する環境負荷

の極小化を目指し、2005年度より「味の素グループ・ゼロエミッショ

ン計画」を導入しています。CO₂排出量や排水汚濁負荷量、廃棄物

発生量などの削減にグループ共通の厳しい数値目標を定め、実績を

管理しています。グループ・グローバルで一丸となって取り組み、大き

な成果を上げてきました。

　目標数値や対象範囲は随時見直しを進め、2011年度からは、「11-

13年度 味の素グループ・ゼロエミッション計画」に基づき、さらなる

環境負荷の極小化を目指し取り組んでいます。

地球に負荷をかけずに生産するために

製品を製造する工程では、大気への排出や排水、廃棄物などが必ず発生します。
味の素グループでは、あらゆる事業領域から発生する環境負荷の極小化を目指して、
グループ共通の「味の素グループ・ゼロエミッション計画」に基づき、その着実な実施に努めています。

再資源化率99.2％

水使用量-61％

CO ₂排出量-26％

（味の素グループの全生産系事業所における2012年度の再
資源化率）

（味の素グループの全生産系事業所における2012年度の排
水量原単位／対2005年度実績）

（味の素グループ全体における2012年度のCO₂排出量原単
位／対2005年度実績）

　世界共通の課題である地球温暖化を防止するために、製品の製

造工程で使用するエネルギー由来のCO₂排出を抑制できるよう、味

の素グループでは、生産プロセスの改善や設備の導入などによって

省エネを進めるとともに、CO₂を吸収して育つカーボンニュートラル

なバイオマス（植物資源）を、エネルギー源として活用する技術の導

入を進めています。

　タイ味の素社のカンペンペット工場では、2008年より、地域の未利

用資源だったもみ殻を燃料として活用するバイオマスボイラーを導

入。さらに、2012年からはキャッサバ芋からアミノ酸発酵製造の原料

となるでん粉を自製化する流れの中で発生するバイオガス（メタン）

を、燃料として使用する取り組みも開始しました。

　また、ブラジル味の素社のラランジャル・パウリスタ工場では、

2012年6月から、アミノ酸発酵製造に使用するサトウキビの搾りかす

（バガス）や、木くずを燃料として活用するバイオマスボイラーを導

入するなど、世界各地で、独自の取り組みが始まっています。

　加えて、製品製造の際には必ず水を必要としますが、使う水をで

きる限り少なくし、使った水はきれいにして自然に還しています。特

にアミノ酸発酵工場では、排水汚濁負荷を削減するために世界の各

工場で大型の水処理設備を導入しています。2012年度には、味の素

（株）川崎工場に最新式の排水処理設備を導入、地域の基準を大

幅に上回る水質で水を還しています。



Focus

“Green Factory”で進化した「バイオサイクル」
原料と燃料、多様な循環の輪が広がる―
　プックリと愛らしいタマゴバナナが名物のこの地域。バナナだ

けでなく、サトウキビやキャッサバ、米、トウモロコシ、パパイヤ、マ

ンゴーなど、様 な々農産物を育む農業地帯です。世界に広がる味

の素グループのアミノ酸発酵工場に共通の「バイオサイクル」は、

この自然の恵み豊かな地とともに歩む“Green Factory”で、さら

に多様な循環の輪を広げる仕組みへと発展しました。

　まず、原料となるサトウキビやキャッサバを製造工程で活かし

切るとともに、コプロ（副生物）を畑に還すことで地域の恵みを育

み、サステナブルな調達を実現する「原料のバイオサイクル」。こ

こに2008年12月、「エネルギーのバイオサイクル」が加わりました。

特集2 地球とともに、つくり続けるために

地域の未利用資源だったもみ殻を燃料として活かすためにバイ

オマスボイラーを導入することで、石油エネルギーを大幅に削減、

年間およそ10万トンのCO₂排出抑制につながりました。

　そして2012年、「原料と燃料のサイクルを両立する第三のバイ

オサイクル」が回り始めました。アミノ酸発酵原料となるでん粉は、

従来購入していましたが、工場内でキャッサバ芋からでん粉を取

り出す自製化に挑み、この過程で発生する副生物を発酵させて

バイオガスを取り出すことに成功。これを燃料として使う仕組み

を実用化したのです。現在、カンペンペット工場で利用するでん

粉の1割程度を自製化しており、今後のさらなる増強を検討中で

す。

タイで進化した、“原料”と“燃料”のバイオサイクル

地域の農業を豊かに

地域の食事を豊かに

主製品

Ｇｒｅｅｎ Ｆａｃｔｏｒｙ

精米工場製糖工場

サトウキビ畑 キャッサバ畑

でん粉工場

でん粉

糖蜜

粗糖 米

水田
（イネ）

バイオガス
工場

バイオ
ガス

もみ殻
ボイラー

もみ殻

コプロ
（副生物）

原料のサイクル
燃料のサイクル

カンペンペット工場

地域とともに歩む
Green Factoryを目指して
タイ味の素社 カンペンペット工場の取り組み
タイの首都バンコクから北へ350km。農業の盛んなカンペンペット県で操業を開始して15年。
この地域で採れる農産物を原料に、アミノ酸や核酸などを製造しているタイ味の素社カンペンペット工場では、
地域の恵みを活かし、地域とともに歩む“Green Factory”を目指して先進的なチャレンジを続けています。
いつまでもタイの食卓においしさをお届けするために、そして、いつまでもこの地とともに歩んでいけるように。
今日も多くの従業員が一丸となって取り組んでいます。
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従業員一丸となって取り組みを続ける―
  東京ドームのおよそ42倍、約200ヘクタールという広大な敷地を

持つカンペンペット工場を、FDグリーン社と二人三脚で、さらなる

“Green Factory”として発展させていくのが従業員たちです。

　彼らはこの数年にわたり、様々な機会を通じて常に“Green 

Factory化”というミッションを共有してきました。ボイラーの導入

などの大規模な取り組みの実践だけではなく、優良事例の表彰

や草の根レベルの改善も重ね、高い意欲を持ってさらなる工程改

善や技術開発に向かっています。

　自然と向き合い、地域と対話し、未来に向けた新たなチャレン

ジを次 と々見出していく。

　味の素グループをリードする

“Green Factory”となるため

に、工場で働く一人ひとりに根

付いた想いを糧に、400名に及

ぶ従業員が今日も一丸となっ

て取り組みを続けています。

特集2 地球とともに、つくり続けるために

“We will make the world Green.”
農業専門の子会社 FDグリーン社の役割

“Green Factory”に向け
た一連の活動が評価され、
カンペンペット工場は2013年10
月、（社）日本能率協会による
「2013　GOOD FACTORY
賞」にて「ものづくりCSR貢献
賞」を受賞しました。

多彩な農業資材をラインナップ

　地球と地域、そしてこの“Green Factory”が生み出す多様なサ

イクル。この循環を回すために重要な役割を担っているのが、FD

グリーン社です。2001年に設立された同社は、タイ味の素社の発

酵工場から発生する副生物を肥料や飼料として製造・販売してい

る農業専門の子会社です。発酵工場から発生する副生物は、植

物や動物に有用な成分を含んでいます。これをコプロとして、地球

や地域のために有用に利用していただくための役割を一括して

担っています。つまり、地球・地域と工場を結ぶバイオサイクルの

架け橋として、なくてはならない存在です。

　“We will make the world Green.” をスローガンに掲げる同

社は、地球も地域もすべてがいつまでも笑顔でいられるバイオサ

イクルの輪を、さらに大きく、さらに増やしていくことに情熱を注い

でいます。

　味の素グループの製品は、あくまでも自然の恵みから生みださ

れること。人々の豊かな暮らし・食卓のためにその恵みをいつまで

も絶やしてはならないこと。自然の恵みのありがたさ、余すことな

く活かすことの重要性を誰よりも知っているのが、コプロの営業マ

ンたちなのです。
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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. ●

 
SHANGHAI AJINOMOTO 
FOOD RESEARCH AND 
DEVELOPMENT 
CENTER CO., LTD. ●*

Ajinomoto (China) Co., Ltd. ●■

Amoy Food Ltd. ●

Shanghai Amoy Foods 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

日本

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

より健やかで、サステナブルな未来を拓く研究開発

世界に広がる、1,000名を超える味の素グループの研究者たち。
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、
人と地球の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すための研究・技術開発を続けています。

　事業を通じて社会・環境課題の解決に貢献していくためには、製

品開発の各プロセスで環境・持続可能性の視点を盛り込むこと、そ

してそれを具体的に実現するための研究開発が不可欠です。今後

深刻化が懸念される地球環境・食資源問題の解決に向け、味の素

グループの強みであるバイオ技術の活用に加え、再生可能エネル

ギーの導入、より環境負荷の少ない生産など、幅広い技術革新が必

要です。より少ない資源でムダなく効率よくアミノ酸発酵製造を行う

ための「低資源利用発酵技術」の研究・開発はその一例です。

　味の素グループの研究・開発拠点は世界に広がっており、それぞ

れに地域や分野に特化した専門的な技術・知見を有しています。グ

ローバル共通の省エネや資源循環といった環境テーマについては、

情報や技術を共有し、連携して取り組んでいます。

グローバルな研究開発体制で
ローカルの強みも活かす

環境負荷を削減し、新たな環境価値を
創出するための研究開発
　味の素グループの創業の原点、アミノ酸は、すべてのいのちの源で

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。その成果とし

て、アミノ酸発酵製造過程の副生物の肥料・飼料化や、飼料用アミ

ノ酸の提供などが進んでいます。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は、既存事業の環境負荷低減に向け

た研究開発に役立てるとともに、新事業領域でも積極的に活用して

いきます。例えば、地球環境への貢献や資源の有効利用などの研究

領域を重点テーマとして、新たな環境価値の提供を目指した取り組

みを進めています。

　また、地球持続性に貢献できる新たな製品・素材開発を進め、早

期に成果を生み出すためには、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」がカギになる

と考えています。すでに、アミノ酸発酵製造技術・知見を応用して、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

などで成果が出始めています。

特集2 地球とともに、つくり続けるために

世界に広がる味の素グループの研究開発ネットワーク

低資源利用発酵技術の例

●主原料の一部自製化と、その副生物をバイオマスエネルギー源として有

効活用する技術（MSG※1、I ＋ G※2 の生産など）（→ P25-26）

●食資源と競合しない資源を原料として使用する技術（飼料用リジンの生

産など）

●バイオテクノロジーによって主・副原料、エネルギーを削減する技術（飼

料用リジン、アミノ酸系甘味料、MSG の生産など）

※1　MSG：L-グルタミン酸ナトリウム　※2　I+G：5’-リボヌクレオタイドナトリウム
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　40年以上の歴史を持ち、世界で市場を開拓してきた味の素グルー

プの飼料用アミノ酸事業。世界4カ国の生産・販売拠点を中心に

「AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION GROUP」としてネット

ワークを築き、飼料用アミノ酸のリジン、スレオニン、トリプトファンの

製品分野では常にリーダーであり続けています。

　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、CO₂の約300倍の温

室効果を持つN₂Oの発生を大幅に抑制できます。また、飼料のタン

パク源となる飼料用作物の使用を抑制できるため、耕作面積も節約

でき、世界的に注目が高まっています。

　アメリカで飼料用アミノ酸事業を展開する味の素ハートランド社

は、2011年4月から、新たに乳牛用リジン製剤「AjiProR-L」の販売

を開始し、2013年5月には生産を倍増させました。今後さらなる増産

を計画しています。牛には4つの胃があり、豚・鶏用に開発された既

存の飼料用リジンを乳牛に与えると、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

いという課題がありました。そこで、第一胃で分解されずに牛の小腸

まで届くようにアミノ酸を加工するいう目標にチャレ

ンジし、独自技術の開発に成功しました。乳牛はア

メリカ国内だけで900万頭が飼育されており、乳生

産能力の向上だけでなく、温室効果ガスの抑制に

向けても大きな可能性を秘めた商品と考えています。

飼料用アミノ酸の新たな可能性を拓く
「乳牛用リジン製剤」の開発

新たなコプロの開発で
日本の農業に豊かな実りをもたらす

 P23　特集1：自然の恵みを活かし切り、地域の豊かな実りを育むために
 P83　環境：世界各地で豊かな実りをもたらす「コプロ」   参照

　アミノ酸発酵製造時の副生物を肥料・飼料として活用するコプロ

開発は世界各国で進めていますが、日本でも農業資材の開発・販売

を本格化させています。

　2012年10月には、イノシンによって発根と根の伸長を促進する技

術を利用し、窒素・りん酸・カリをバランスよく配合した苗用液体肥

料「早根早起R」をベルグアース（株）とともに開発、販売を開始し

ました。また、発酵液を原料にアミノ酸や植物の育成に必須の微量

栄養素などを最適な比率で配合した葉面散布剤「アジフォルR アミ

ノガードR」も2012年12月より発売、グルタミン酸入りの液体肥料「グ

ルハートR」も販売準備中です。その他、うま味調味料製造時に使用

した活性炭を原料とする土壌改良用の活性炭「土壌再生炭」など、

様 な々農業資材を取り揃えています。

　今後も、世界の味の素グループで30年以上培ったコプロ事業で

の知見を活かし、アミノ酸発酵製造由来の副生物を自然の恵みを育

むコプロとしてさらに価値

を高め、日本の農業により

一層貢献していきます。
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藻類を育み、水域を活性化するために 
全国40カ所以上での「環境活性コンクリート」の実証実験

TOPICS

　近年、日本の沿岸では、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藻類の劣化
現象が問題になっています。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・開発を進めてお
り、2013年7月現在、日本の海や川など40カ所以上の水域で実証実験を行っています。
　公益社団法人 日本材料学会によって環境活性コンクリートの物理的特性や耐久性に問題はな
いことが明らかにされました。今後は消波ブロックに加え、さらに範囲を広げた応用・実用化を目指し
ます。環境活性コンクリートの実用化によって、防災機能に加え、沿岸域の環境の向上や地域の水
産業の活性化に寄与したいと考えています。

  P84　環境：海のいのちを育む「環境活性コンクリート」   参照




