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おいしさと健やかな生活を、世界へ
味の素グループが掲げる「Eat Well, Live Well.」というスローガンには、
すべての人にとって不可欠な「食べる」という行為で栄養を摂り、「おいしい」と感じ、
楽しく豊かな暮らしを築いてほしいという願いが込められています。
その想いを形にするために、私たちは事業を通じて、そして社会貢献活動を通じて、
豊かな「食」と「栄養」をお届けしていきたいと考えています。

特集 1

「健康な生活」にかかわる世界の課題

※2　The State of Food and Agriculture 2013 (FAO)※1　World Population Prospects: The 2012 Revision (United Nations)
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「おいしい食事で栄養状態を改善したい」
という創業の想いを受け継ぐ

アミノ酸の持つ可能性を探求する
研究開発
　グルタミン酸の発見を創業の礎としている味の素グループは、

アミノ酸の研究・開発で世界的なリーダーシップをとっています。

世界各国に研究開発ネットワークを持ち、アミノ酸の新しい可能性を

日々探っています。

　自然界には約500種類ものアミノ酸が発見されていますが、ヒトの

体のタンパク質を構成しているのは、そのうちのわずか20種類です。

食事を通じて体内に入ったタンパク質は20種類のアミノ酸に分解さ

れ、再び体タンパクに組み替えられて体をつくります。このように生

命活動に不可欠なアミノ酸は「生命の源」と呼ぶことができます。

　アミノ酸が不足すると、体の様々な機能が低下したり、低栄養状

態を招くため、毎日バランスよく摂ることが大切です。味の素グルー

プでは、食品はもちろん、医薬・医療分野でもアミノ酸技術を活用し

た製品を展開し、人々の健康な生活を支えています。

　現在、味の素グループ独自の先端バイオ技術と外部の力を活用

し、次世代抗体医薬・タンパク抗体医薬・核酸医薬などのバイオ医

薬分野や、アミノ酸培地技術に端を発するiPS細胞培地等の再生医

療分野でも成果が生まれはじめています。世界中のお客様の豊かな

暮らしのため、アミノ酸のさらなる可能性の追究を続けています。

　1900年代初頭、池田菊苗博士は湯豆腐の昆布だしを味わう中で、

甘味、塩味、酸味、苦味のほかに、もう一つの味があることを確信

し、研究を始めました。苦労の末、1908年に昆布だしの味成分がア

ミノ酸の一種、グルタミン酸であることを発見。この味を「うま味」と

名付け、グルタミン酸を原料としたうま味調味料の製造方法を発明

しました。

　「粗食でもできるだけおいしい食事で日本人の栄養状態を改善し

たい」と願っていた池田博士の想いに味の素グループ創業者が賛同

し、1909年、世界初のうま味調味料「味の素R」を発売しました。

　創業から100年以上が過ぎた現在、食品事業は味の素グループ

の基幹事業として成長しました。うま味調味料「味の素R」は世界

100以上の国・地域で販売されています。また、世界各国のお客様の

多様なニーズにお応えするために、風味調味料、メニュー用調味料、

冷凍食品など多彩なラインナップで商品を展開しています。

　味の素グループは、食のリーディングカンパニーとして世界一の調

味料事業を実現するために、味覚や食感・風味、うま味の生理機能

などの研究を進め、「おいしさ」を総合的に向上させるための技術開

発を推進しています。

「食」と「アミノ酸」の技術と知見を究め、広げる

21世紀の人類社会の課題解決に貢献

世界一の調味料技術
「おいしさ」を立体的に解明する解析
力と設計力を深化させ、商品力の向
上・地域の拡大・ニーズ変化への対
応を図る

独自の先端バイオ
味の素グループの総力と外部の力を
活用し、バイオ・ファイン技術を核と
した新たなビジネスモデルを構築する

研究開発推進力の強化
味の素グループの持つ技術や知見と、社外の異質な知恵や技術を組み合わせ、

未来のために新しい価値を創出する

R&Dのリーダーシップ
将来の成長を担う全社戦略テーマに、
50％以上のR&D資源を重点投入

健康な生活食資源地球持続性
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世界各地で「おいしさNo.1」を実現する

各地の市場特性に合わせて
価値を提供する

国・地域でそれぞれ異なる
「おいしさ」に応える

　現在130の国・地域でビジネスを行う味の素グループは、各地の現

地語や国民性・価値観に基づく「食文化に対する深い理解」「技術

開発力」「販売力」を発揮することが不可欠と考えています。

　世界各地の「おいしさ」は様々で、調理や食習慣にもそれぞれに

特徴があります。そのため、新たな地域への進出時や製品開発の際

には、現地社員が家庭・消費者の調査を実施し、徹底的な研究を

行っています。製品開発も基本的には現地で行い、土地ごとの味覚

に寄り添う製品を目標としています。

　また製品の使い方も、様 な々工夫をしながらお知らせしています。

例えば、エジプトならロッズ（塩味付きご飯）やラマダン明けのスープ

に、バングラデシュではトルカリ（カレー）にと、各国の家庭で定番の

料理にうま味調味料「味の素R」や風味調味料を使うことで、よりお

いしくできることを、ポスターやチラシを通じてご紹介しています。

　こうした取り組みを通じて、味の素グループの製品が世界中の食

卓で「おいしさNo.1」を実現していきます。

　味の素（株）の日本の食品事業においては、「一人の生活者の課

題解決＝for ONE」を目指しています。

　従来は性別・年代・所得といった属性で生活者を捉えていました

が、現代においてはライフコースの複線化やライフスタイルの多様化

が進んでいます。「忙しいので、簡便においしい料理をつくりたい」

「ひとり暮らしなので、効率のよい調理・食事がしたい」「多少高くて

も本格的なものを手軽に楽しみたい」といった別 な々ウォンツに対応

して、「短時間で柔らかくなる」「一人分から人数に合わせて調理で

きる」「本格メニューが簡単に調理できる」といった“おいしさNo.1

の技術”で応えていきます。

　海外では「先端技術の導入と徹底した現地適合＝for ALL」の考

え方で新しい価値創出を実践していきます。各地域の嗜好や味覚に

合わせて現地適合や独自の製品開発を行うとともに、外食産業など

の新しいチャネル開発も行っています。

人気メニューを手軽につくれる、ミラネーザ用「Satis!」（ブラジル）TOPICS

　ブラジルでは近年、所得水準の上昇に伴い生

活環境が大きく変化しており、食品においても簡

便性の高いもの、付加価値の高いものが求めら

れるようになってきました。調査を始めてみると、

ミラネーザは外食、内食問わず、非常に人気の高

いメニューでありながら、多くの方が調理に手間

が掛かるという不満を持っていることがわかりま

した。

　そこで、下ごしらえと調理方法の二つを同時に

解決した「Satis!」ミラネーザを開発しました。こ

の製品は、肉にまぶしてオーブンや電子レンジに

入れるだけで完成する（油調理も可能）という、

他社にない画期的な製品と自負しています。私た

ちは今後もおいしさとお客様のニーズを満たす、

価値ある製品を提供し続け、ブラジルの食卓に

おいしさと笑顔を広げ続けていきます。
ブラジル味の素社

　「Satis!」開発・販売チーム

ミラネーザは、肉に各種スパ
イス調味料で味付けし、パ
ン粉をまぶして揚げた料理

特集1　おいしさと健やかな生活を、世界へ
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誰でも買える、日々の食卓に
身近な製品を目指して
　世界各地で製品を展開するにあたっては、味覚の面だけでなく

「いつでもどこでも誰でも買える」ということも重要です。例えば、

うま味調味料「味の素R」は、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 5 円）、ベトナムでは 50g

（3,000ドン：約 14 円）という規格で販売しています。お客様にとっ

おいしさ、安心、信頼、いのち、探究心、エキスパート

Delicious Red

地球、自然、資源、持続可能、共同体、誠実

Earth Green

健やかさ、しあわせ、あたたかさ、思いやり、元気、
明日へのビジョン

Lively Yellow

世界で価値創造を行う
ミッションを表す「ACOSマーク」

海外コンシューマーフーズ事業の世界展開

３つの想いを込めたマークを
海外のコンシューマーフーズ製品に
表示しています。

■ 人口1億人超の国々
● 既存拠点（含む支店）

海外拠点数：38（2014 年 7月現在）
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“Food Lover”な人々にたくさんの笑顔を届けるために（パキスタン）TOPICS

　パキスタンは1億8千万人の人口を誇り、国連

の統計では2050年に3億5千万人に迫るともいわ

れる、大変魅力的な市場です。現在は政治主導

で治安の改善が図られ、外資誘致にも積極的で、

事業環境が整いつつあります。

　インダス川流域のパンジャーブ州は古来より農

業が盛んだったこともあり、パキスタン人は食べ

ることが大好きで“Food Lover”などとも呼ばれ、

家庭での食事の時間をとても大切にしています。

当地では1980年代より製品「AJI-NO-MOTOR」

が輸出販売されてきた歴史があり、うま味調味料

は現地の料理にも広く使われています。

　2014年7月に、パキスタンに味の素（株）ラホー

ル事務所を開設しました。市場調査や会社の設

立形態検討などを進め、早期の本格事業参入を

目指しています。

味の素（株） ラホール事務所長　瀬口 卓朗

2014 年度、パキスタンに事務所を開設したことにより、人口 1 億人以上の国すべてに拠点を置くことができました。
各国・地域で、味覚や食習慣に合わせた製品を展開し、「おいしさ」をお届けしています。

て買いやすい価格、使いやすいサイズであること、そしてどこへ行っ

ても、いつでも買うことができる製品を目指しています。

　また、スーパー等がまだ普及していないアジアやアフリカ、南米な

どでの販売では現金直売モデルを採用し、現地スタッフが現金で

現物（製品）を販売する「三現主義」を徹底しています。市場や各店

舗を直接訪問し、店主や消費者とのコミュニケーションを大切にし、

より地域に根ざしていきます。
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　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。

　こうした低所得者層では特に、乳幼児の発育不良と死亡率が深刻

な問題になっています。世界の子どもの死亡原因のうち、約3分の1は

栄養に由来するものといわれています。妊娠期から子どもが2歳の誕生

日を迎えるまでの「最初の1,000日」に栄養が不足すると成長不良が起

こり、5歳までの死亡率が高まるだけでなく、知能の低下も招くといわれ

ています。つまり、乳幼児期の栄養問題は、将来にわたり取り返しのつ

かない影響を及ぼすのです。

　味の素グループはこの課題に着目し、2009年から「ガーナ栄養改

善プロジェクト」を開始しました。ガーナの離乳食であるコーンのお粥

“koko”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 

世界に広がる栄養課題に「協働」で挑む

※ 1　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

※ 2　SUN（Scaling Up Nutrition）：途上国の栄養問題を
解決するために、国連主導で立ち上げたイニシアティ
ブ。特に「最初の 1,000 日」に力を入れている。各
国政府、国連、NGO、企業、研究機関等が協力す
る国際的な運動体

ガーナの母子栄養改善に向けた
ソーシャルビジネスモデルを構築

PlusTM」を開発、現地の食品会社で製造を行うとともに、政府機関や

NGOなど様々なセクターとのパートナーシップで普及・販売を進める

ソーシャルビジネスモデルづくりを進めています。

　この取り組みをきっかけに、味の素（株）はガーナにおける母子の栄

養改善を目指す様 な々国際的活動に参加することになりました。2013

年9月に、国連開発計画（UNDP）が主導する官民連携プログラム「ビ

ジネス行動要請 （BCtA※1）」に日本の食品企業として初めて参加。

さらに、ドイツ国際開発公社（GIZ）とオランダのライフサイエンス企業

DSMとの連携による母親の栄養改善に向けた協働も始まりました。ま

た2014年3月には、国連世界食糧計画（WFP）とガーナにおける母子

栄養改善の共同プロジェクトに関する協定書を交わし、8月に具体的

な実施内容を決定しています。

　また、味の素（株）は、栄養不良対策に取り組む世界的な運動体で

あるSUN※2ビジネスネットワークのアドバイザリーグループに加入してい

る唯一の日本企業としても、リーダーシップを発揮していきます。

 P54　人権：子どもの人権を守る実例としての「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

特集1　おいしさと健やかな生活を、世界へ

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」の栄養
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　味の素（株）では、1999 年以降 15 年にわたり、「味の素『食と健康』

国際協力ネットワーク（AIN※3）プログラム」を継続しています。これは、

途上国のコミュニティ開発や生活の質の向上を目指し、「食・栄養」

分野で課題解決に取り組む NPO／NGO や現地教育機関等を支援

するものです。国内外の団体からプロジェクトを公募し、有識者によ

る審査、味の素グループ従業員による視察を経て決定されます。プ

ロジェクト期間中は各国の味の素グループ会社とともに活動を側面か

ら支援します。

　2014 年までに、12カ国・72 件の現地プロジェクトを支援してきま

した。受益者は母親・子どもを中心に約 12 万人に及びます。活動

は栄養教育を中心に、家庭菜園の普及や人材開発、食品加工を

通した収入向上、女性・少数民族のエンパワーメントなども含んで

います。こうした取り組みを現地での自立的活動にしていくことを目指

しています。
※3　AIN：Ajinomoto International Cooperation Network for Nutrition and Health

　「最初の1,000日」に加えて、栄養不良の二重負荷（Double 

Burden of Malnutrition）といわれる問題があります。一般的に栄

養不足は途上国の、栄養過剰は先進国の課題と捉えられています

が、近年、特に都市部では肥満や生活習慣病の増大が大きな問題と

なっています。また鉄分不足による貧血に悩む人が肥満などの症状

を抱えるなど、同じ国・地域さらには同じ人の中に複数の栄養課題が

併存するという問題が起きています。

　これに対して、第二次世界大戦後、栄養不足を急速に改善し、そ

れによって高度経済成長と世界一の健康長寿社会をつくり上げた日

本の経験が役に立つと考えられます。日本は、食の西洋化の流れの

中にあっても肥満率の増加の抑制に成功しているという点でも先進

国の中で稀有な存在です。そこには「だし・うま味」をベースにした食

に加えて、バランスのよい栄養摂取を促す諸制度の充実があります。

　こうした日本が持つ栄養の知見を活かす一例として、味の素グルー

プはベトナムにおいて政府・行政や教育機関と連携し、栄養士教育・

国家資格制度の創設・普及を（公社）日本栄養士会や日本の大学とと

もに進めています。また同国では、ベトナム味の素社が栄養バランスの

とれた学校給食や食育のシステムを教育訓練省や地方行政と進め

ており、2016年までに全土での普及を目指しています。

　これらの活動は、将来世代の健やかな成長と、それを支える仕組み

を様 な々ステークホルダーと連携してつくり上げています。

ミャンマーの障がい者向けテキスト『健やかな生活を送
るための栄養と食品』を（特活）難民を助ける会（AAR 
Japan）と共同で作成しました

カンボジア・プノンペン市貧困地区の母親エンパワーメントによる家庭の栄養改善プロジェクトでは、
栄養研修が母親たちの知識と自信につながりました［実施団体：（一社）日本カトリック信徒宣教者会］

ベトナム味の素による第1期栄養学学士課程生徒への奨学金授与

15年にわたり途上国の「食・栄養」の
課題を日本から支える「AINプログラム」

複雑化する世界の栄養課題に
日本の知見を活かす

 P121　コミュニティ：「食・栄養」分野の課題解決のために   参照 P123　コミュニティ：子どもの栄養改善に向けて   参照
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超高齢社会でのよりよい暮らしのために 士会と共同で冊子『ロコモ世代に向けたタンパク質摂取のススメ』を

15万部刊行しました。2013年3月には、アミノ酸

素材のB to Bユーザーや管理栄養士などを対

象とした第三者機関、アクティブシニア「食と健

康」研究会を発足しています。今後のロコモ予

防の主体となる地方自治体との連携も開始し、

宮城県亘理町健康推進課・味の素グループ東

北応援「ふれあいの赤いエプロンプロジェクト」

とともに、地域の健康づくりのリーダー的存在であるヘルスメイト（食生

活改善推進員）の皆様にロコモ予防の知識やエクササイズをお伝え

するなどの活動が進んでいます。

　加えて、アミノ酸研究でもロコモ予防への応用に期待できる成果が

挙がっています。味の素（株）独自配合のロイシン高配合必須アミノ酸

混合物「Amino L40®」は、分岐鎖アミノ酸（BCAA）※3の一つである

ロイシンを40％配合し、合計9種類の必須アミノ酸を組み合わせた素

材で、食品タンパク質に比べ少量で筋タンパク質合成作用を得られる

特性を持つことが明らかになっています。この特性がロコモの一つで

あるサルコペニア※4の効率的な対策手段になり得るものとして、学会

等で発表を行うとともに、今後も研究を継続していきます。

　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。今後、加齢に伴う健康課題や、

医療費・社会保障費の増大などの社会課題はますます深刻なものに

なっていくと考えられます。特に日本は65歳以上の割合が人口の4分

の1以上という超高齢社会を迎えており、健康寿命※1をいかに延ばす

かが大きな課題となっています。

　こうした社会の動きを受け、味の素（株）ではロコモティブシンドロー

ム※2（通称ロコモ）に着目しています。ロコモは高齢者が注意するべき

ものと思われがちですが、40代以上の5人に4人はロコモ予備軍とも

いわれており、メタボリックシンド

ローム（メタボ）と同様に40代か

らの対策が必要です。そこで、

ロコモ・メタボをはじめ、様々な

健康テーマについての知識や

予防対策となるレシピ・体操など

を紹介するWebサイト「からだ

ごはんラボ」を2013年11月に開

設しました。

　また、ロコモ予防の啓発を行うために、量販店やドラッグストア店頭

で「ロコモ予防」をテーマとした売り場を展開したり、姿勢の簡易測定

などを行っています。さらに、様 な々社外関係者との連携を進めており、

（公社）日本整形外科学会が設立した「ロコモチャレンジ！協議会」

に2012年12月から正会員として参加しているほか、（公社）日本栄養

Webサイト「からだごはんラボ」
（http://kenko.ajinomoto.co.jp/）

※ 1 健康寿命：日常的に介護を必要とせず、自立した生活ができる生存期間
※ 2 ロコモティブシンドローム：運動器症候群。足腰など運動器の障がいのために移動する能力

が低下し、要介護となった状態。または将来要介護になるおそれが高い状態
※ 3 分岐鎖アミノ酸（BCAA）：バリン、ロイシン、イソロイシンの 3 つのアミノ酸で構成され、体

のタンパク質を増やす働きや、運動時のエネルギー源として重要な役割を果たす
※ 4 サルコペニア：ロコモティブシンドロームの一つで、加齢により筋肉量が減少し筋力が低下す

ること。高齢者の身体運動能力を損ない、日常生活活動の低下や要介護の原因となる。加
齢に伴って筋タンパク質合成能力が低下することがその一因と考えられている

日本発の栄養の知見を、世界の「健康」に活かす
特集1　おいしさと健やかな生活を、世界へ

1  2014年8月開催の日本栄養改善学会では、（公社）日
本整形外科学会と（一社）日本骨粗鬆症学会の共催、
味の素（株）の協賛により「ロコモティブシンドロームと
骨粗鬆症における栄養改善の重要性」のテーマでシンポ
ジウムが開催された

2 3　ヘルスメイトの皆さんにハンカチを使ったエクササイ
ズをお伝えする様子

4 5　量販店における、姿勢の簡易測定

1 2 3

54
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スポーツに適した体づくりを栄養面から支える

TOPICS

　味の素（株）では、アミノ酸や天然素材の持つ栄

養・生理機能を活かし、科学的根拠に裏付けられ

たスポーツ栄養機能食品を提供することで、様々な

ニーズに応えています。

　そうした知見を活かし、味の素（株）では長年にわ

たりトップアスリート支援活動とスポーツ栄養科学研

究を続けてきました。現在は（公財）日本オリンピック委

員会（JOC）の「JOCゴールドパートナー※5」として、オ

リンピック日本代表選手団を支援する「ビクトリープロ

ジェクトR」をJOCと共同で展開しています。スポーツ

栄養プログラム「勝ち飯R」において、国立のアスリート

専用トレーニング施設「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「勝ち飯食堂」にて食

事や栄養についての情報の提供や、栄養アドバイス

を行っています。また、競技団体からの依頼に応じて、

アミノ酸の摂取方法をお伝えする勉強会やセミナー

等も実施し、国際大会などではオリンピック日本代表

選手団に味の素（株）の商品提供も行っています。

オリンピック日本代表選手を食と栄養で支える「ビクトリープロジェクトR」の担
当として、選手たちを「元気」にするために、精力的に活動しています。
現場では栄養プログラム「勝ち飯 R」にて、バランスよい「食事」を摂り、目的に
合わせて必要なタイミングで「アミノ酸」を摂取するために味の素（株）の製品
を活用して、選手の「カラダ」と「ココロ」のコンディショニングを行っています。

味の素株式会社
スポーツニュートリション部 
専任課長　

栗原 秀文

普段の食生活を通じて
健康維持を実現するために
　生きていくためには日々の食事が必要です。しかし、バランスよく食

べているつもりでも必要な栄養素が不足したり、逆に塩分や糖分、脂

肪を過剰に摂取してしまうことは少なくありません。これらは、今や世界

で15億人を超えるといわれる肥満や、糖尿病や高血圧などの生活習

減塩・減脂・減糖食品
　味の素（株）は、いつもと変わらない塩味で塩分（ナトリウム）を

カットした「やさしおR」や、独自製法で当社マヨネーズと同様のコ

クを有しながらカロリーを65％カット（当社マヨネーズ比）した「ピュ

アセレクトR コクうまR」、まろやかな甘さで糖類ゼロの低カロリー甘味

料「パルスイートR」、独自技術で塩分を40％カット（当社従来品比）

した「クノールR カップスープ」 など、多数の調味料や甘味料、加

工食品を開発・販売しています。

※5　契約カテゴリー：栄養補助食品（粉状・タブレット）、うま味調味料、塩調味料、中華調味料、だし、甘味料、スープ類（味噌汁等を除く。固形・粉末）

「アミノバイタルR 
GOLD」

「アミノバイタルR
アミノプロテイン」

勝つためのカラダづ
くりをサポートするス
ポーツ栄養プログラム

「勝ち飯 ®」では、体調・
タイミングなどの競技
特性目的に合った献
立や栄養を提案

牛乳・乳製品
（カルシウム・タンパク質）
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

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

主菜
（タンパク質）
皮膚・筋肉・骨・血液など体づくりの材料

「やさしおR」 「グリナR」「ピュアセレクトR
コクうまR 

65％カロリーカット」

「カプシエイト ナチュラR」「パルスイートR」 「DHA＆EPA＋ビタミンD」「クノールR カップスープ」 
コーンクリーム塩分40％カット

健康基盤食品
　ヒトは本来、自らを健康に保とうとする力、「健康に生きる力」を

持っています。しかしこの「健康に生きる力」は加齢やストレス、生

活習慣の乱れなどによって著しく低下していきます。

　100年以上にわたるアミノ酸研究、最先端の生理学的研究、食品

会社としてのおいしさ、食べやすさを実現する技術力、これらを結集

して、お客様の「健康に生きる力」を引き出すためにつくったのが

味の素（株）のサプリメント「健康基盤食品」です。

慣病患者を増やすリスク要因になっています。

　普段の食生活で栄養をバランスよく摂取し、健康を維持できるよう、

味の素グループでは減塩・減脂・減糖につながる調味料や加工食品、

健康基盤食品を提供しています。
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創薬・医療分野で力を発揮する、アミノ酸技術

医薬用アミノ酸の
リーディングカンパニーの責務

消化器疾患領域で
ユニークな製品を提供

　小麦グルテンや大豆タンパクを加水分解すると、それらを構成するす

べてのアミノ酸を含む液ができます。当初、味の素（株）ではその中から

グルタミン酸だけを抽出していましたが、残るアミノ酸の一つひとつを分

離して取り出せれば、それぞれの特性を活かして医療の分野で利用で

きると考えました。

　こうしてアミノ酸の分離・精製の技術開発が盛んに進められ、1950年

代のはじめには18種類のアミノ酸の分離に成功しました。これらは日本を

はじめ世界の研究者に配布され、世界のアミノ酸利用研究の起動力に

なったのです。

　そして1956年、味の素グループは世界で初めてアミノ酸輸液を世界に

送り出しました。これは、手術前後の患者さんへ栄養補給をするためのも

ので、アミノ酸が医薬分野で活用されるようになった第一歩といえます。

　その後、アミノ酸輸液は各国で改良が行われ、アミノ酸だけでなく糖質

やナトリウム・カリウムなどの電解質も含んだ高カロリー輸液が定着しまし

た。今では、患者さんの栄養管理のため、また手術の成功率を高めるた

めに、なくてはならない薬剤として広く用いられています。

　アミノ酸輸液は何種類かのアミノ酸の混合物ですが、一方で単独のア

ミノ酸にも様 な々効果があることが明らかになりつつあり、アミノ酸を原料

としている医薬品も増加しています。

　味の素グループが蓄積してきた豊富な知見や、食・アミノ酸関連技術

を活かして、味の素グループならではの薬づくりで社会に貢献するため

に、2010年4月、味の素製薬（株）が誕生しました。同社はアミノ酸の応

用から生まれた医薬品、特に消化器疾患領域を軸としたスペシャリティ

ファーマを目指しています。

　味の素グループ独自の技術を活かし、また、オープン＆リンクイノベー

ションによる創薬を行うことでアンメットメディカルニーズ※1に貢献できる医

薬品の開発を進めています。

　また、国内のみならず海外の患者さんのためにも貢献できるよう、アジ

アを中心とした海外での事業展開に取り組んでいます。

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
・栄養補助食品
・経口補水製品　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、タンパク質の製法開発受託事業等）

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。

従来の経口腸管洗浄剤は、服用量が多く患者さんに少なから
ず負担となっていました。そこで、腸管洗浄効果や電解質バラン
スの維持は同等で、服用量が少なく、服用に要する時間も短い
ことを特徴とした経口腸管洗浄剤「モビプレップR配合内用剤」
を、2013年6月から日本で販売開始しました。

特集1　おいしさと健やかな生活を、世界へ

※1　アンメットメディカルニーズ：いまだ有効な治療方法がない未充足の医療ニーズ
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日本は未曽有の超高齢少子社会を迎えており、
高齢者の医療・介護・年金などが大きな社会

問題となっています。その解決策の一つとして「80歳以上健康長
寿支援」が重視されていますが、アミノ酸による生活習慣病の早
期発見とそのエビデンスに基づいた栄養支援はこの健康長寿対
策に大いに役立つと期待されます。

横浜市立大学医学部 特任教授　

杤久保 修先生

培養とはiPS 細胞やそこからつくり出した臓器の細胞を体外で増やすことで、そのための栄養液が培
地です。その働きは食品が体内で体づくりに役立てられることと同じであるため、味の素（株）が創業
以来蓄積してきた栄養・アミノ酸の機能に関する知識を活かすことができると考えられます。

　味の素（株）は 1987 年から、バイオ医薬品の製造に用いる培地

を販売しています。長年にわたるアミノ酸研究の知見を活かし、京都

大学 iPS 細胞研究所（山中伸弥教授）との共同研究により、再生医

療に用いるiPS 細胞の培養に使用する培地（培養液）「StemFitR」

AK03 の開発に成功しました。

　この培地は再生医療に使うことを想定し、バイオ技術で作成したリコ

ンビナントタンパク質を利用することにより、動物やヒトに由来する成分

を全く含まず、精製された成分のみで構成されています。

　「StemFitR」AK03 は、京都大学 iPS 細胞研究所に提供中のほ

か、世界初のiPS細胞を用いた網膜再生医療による治療を目指す（株）

ヘリオスにも提供を開始しています。近い将来、一般の販売チャネル

でも販売する計画で、世界中で再生医療の進化に貢献していきます。

　味の素（株）の開発した「アミノインデックス技術」は、血液中の

アミノ酸濃度バランスの変化から、健康状態や病気の可能性を明ら

かにしました。

　この技術を活用したものが「アミノインデックス® がんリスクスクリー

ニング（AICS）」で、（株）エスアールエルと共同で事業を進めてい

ます。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

リスクを評価するこのサービスの普及により、がん検診の受診率向上、

早期発見による死亡率の減少、医療費の削減につながると期待され

ています。AICS の導入医療施設数は年々増加しており、今後は国

の予防医療施設への組み込みを目指します。

　さらに、がん以外の病気の予防に活かす技術の研究・開発も進め

ています。アミノ酸濃度のバランスによってメタボリックシンドローム（生

活習慣病）のリスクを確認したほか、米国では「アミノインデックス技術」

のグローバル展開を目指して、マサチューセッツ総合病院と共同研究

契約を締結しました。

再生医療の実現に向けた
iPS細胞培地の開発

がんやメタボの予防に貢献する
「アミノインデックス技術」

アミノ酸シスチンとテアニンの、がん化学療法時の副作用軽減効果を確認TOPICS

めています。しかし、抗がん剤により粘膜上皮が障害を受けて、口内炎、
下痢、消化管障害などの副作用が発生すると、抗がん剤の投与量を減
らしたり、投与を中止したりしなければならず、期待する効果が得られに
くくなります。今回、臨床試験を実施し、アミノ酸シスチンとテアニンの
摂取によって食欲不振、下痢を有意に抑制し、抗がん剤投与の完遂率
を有意に上昇させることを明らかにしました。この研究成果は、2014
年8月の第52回日本癌治療学会で優秀演題として発表されました。
※2　完遂率：計画した治療を実際に行うことができた患者の割合

　味の素（株）は、アミノ酸の一種であるシスチンとテアニンを医療現
場で活用すべく、基礎から臨床まで研究を行っています。
　その一環として味の素（株）が研究支援を続けてきた仙台オープン
病院 副院長 土屋誉医学博士のグループは、アミノ酸シスチンとテア
ニンの摂取により、がん化学療法時の副作用を軽減する効果があり、
抗がん剤（がんの化学療法剤）治療の完遂率※2を有意に改善するこ
とを確認しました。
　がんの治療において、外科手術とともに抗がん剤は重要な位置を占

食品 体内 体外

細胞

アミノ酸

エネルギー

タンパク質

細胞

アミノ酸

エネルギー

タンパク質

血液
アミノ酸
糖

脂質
ビタミン
ミネラル

体細胞

培地
アミノ酸
糖

脂質
ビタミン
ミネラル

味の素（株）が培地事業に取り組む理由
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