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限りある食資源を未来につなぐ
サトウキビから「味の素R」。カツオから「ほんだしR」。
世界各地の自然の恵みを活かし、食や健康、暮らしを支える製品やサービスを生み出すこと。
それが味の素グループの仕事です。

事業を通じて食資源を大切に活かし切りながら、私たちの持つ技術や知見を積極的に活用し、
生活者の皆様とともに未来につなぎます。

特集 2

「食資源」にかかわる世界の課題

※3　OECD-FAO Agricultural Outlook 2009-2018 (OECD and FAO)
※4　FAOSTAT (FAO)

※1　World Population Prospects: The 2012 Revision (United Nations)
※2　World Agriculture: Toward 2015/2030 (FAO)

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％※2

需給バランス

世界の穀物収穫面積は
1960年代から2000年代初頭まで

横ばい※4

耕地面積

2005年と比較した、
2050年に必要な
食料生産の割合

+70％

食料生産量

※3

95億人
70億人

現在

2050年

世界人口

※1

※1
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もし、アミノ酸をつくるのに
発酵法を使わなかったら…

味の素グループが発酵法により
サトウキビやキャッサバなどから
1年間に製造する「味の素R」

50万トン

2500万トン必要 2億トン必要

日本の年間平均生産量の

833年分！

世界の年間平均生産量の

1.6年分！

もし、すべてを
昆布でつくったら…

もし、すべてを
トマトでつくったら…

食資源を枯渇させずに
商品をお届けするために

「発酵法」で製造しています

とすると…

製造で、家庭の中で、食資源のロスを減らす

事業を通じて食資源を活かし切り、
新たな価値創造につなげる

消費者とともに
社会全体でロスを削減する
　事業全体で食資源をムダなく活かす一方で、食資源に対する取り

組みはバリューチェーン全体で取り組まなければならない課題でも

あると私たちは認識しています。味の素グループの製品の多くは、家

庭で調理に使われ、食卓に上るものです。ですから、生活者の日常

的な食生活と私たちのビジネスには、切っても切れない深い関係が

あるのです。

　一例として、食品ロスの問題が考えられます。国連食料農業機関

（FAO）の最近の研究によると、世界における食料廃棄は年間13億

トンに上ると推定されています。日本の食品廃棄量は年間1,700万ト

ンで、そのうち6割にあたる1,100万トンが一般家庭から排出されてお

り、可食部の廃棄量は200〜400万トンあるといわれています。この膨

大なロス・廃棄は、食料を供給する際のエネルギー・水・土壌などの

資源をムダに消費することになりますし、廃棄処分する際にメタンガ

スなどの温室効果ガスが発生することにもつながります。

　味の素（株）はこの問題に対応するため、生活者向けに「エコうま

レシピR」などの啓発活動を続けるとともに、賞味期限の表示を変更

するなどの取り組みに着手しています。一企業で解決することが難し

い課題であるため、今後も広く社会と連携し、取り組みます。

　味の素グループのビジネスには、食資源が欠かせません。一方

で、世界の食料需要は増加の一途をたどっており、今後は食資源の

調達にも影響を及ぼすものと考えられます。このため私たちは、農・

畜・水産物といった食資源が健やかに育まれる地球環境と向き合

い、食資源を適切に使用し、守り続ける責任があると認識していま

す。事業を行うほどに地球・社会が豊かで健やかになるよう貢献で

きることが理想的な姿といえます。

　そのためには、100余年の事業を通じて培ってきた技術力・開発

力を活かすことが重要であると考えています。例えば、事業の要で

あるアミノ酸を効率よく製造するために、味の素グループでは発酵

法の技術を磨いてきました。これにより、サトウキビやキャッサバ、ト

ウモロコシなど、各地域で多く栽培される作物を活用することで、

食資源を枯渇させることなくアミノ酸を製造することができます。

　これらのアミノ酸原料作物は、人口増加が進む中で貴重な食資

源として、またバイオ燃料や工業用素材としても需要が高まっている

ため、様々な用途と拮抗しないようにムダなく活かし切ることが重

要です。アミノ酸として製品になる部分はもちろん、製造工程で発

生する副生物や残渣に至るまで極力活用し、事業全体でロスを発

生させないことに注力しています。現在は、より少ない原料やエネ

ルギーでアミノ酸発酵製造を行う「低資源利用発酵」の技術を磨い

たり、飼料用アミノ酸による環境負荷低減に積極的に取り組むこと

で、新たな環境価値創造を目指しています。

※だし昆布100g当たりのグルタミン酸平均抽出量は、100g当たり2,240mgをベースに算出。完熟トマト100g当たりのグルタミン酸平均抽出量は、100g当たり140mgをベースに算出

 P114　消費者課題：食卓から始めるサステナブルなライフスタイル提案   参照

 食卓から始めるエコライフ
 http://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/eco/  リンク
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　地域の農作物を使いながらも、アミノ酸をいつまでもお届けできるよ

うにしたい。その想いを形にしたのが、資源循環型のアミノ酸発酵製

造工程「バイオサイクル」です。

　「味の素R」をはじめとするアミノ酸製品をお届けするために、アジア、

欧州、米州などに展開する味の素グループの各製造工場では、それ

ぞれの地域で入手しやすい農作物を原料に発酵製造を行っていま

す。原料となる農作物から発酵法によりアミノ酸を製造する過程で、発

酵液からアミノ酸を取り出した後に栄養豊富な副生物（コプロ）が残り

ます。このコプロを廃棄物として扱わず、有機質肥料として地域の農

業に還元することで、生産性向上につなげることができます。

　地域の農業を豊かにしながら、持続的に農作物を調達できるこの

仕組みを、味の素グループでは「バイオサイクル」と呼び、30年以上前

から世界各地の発酵工場で導入してきました。

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。

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

製品

うま味調味料
「味の素®」

50万t

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

食資源をムダなく活かし切り、次のいのちを育む

いつまでもつくり続けられる仕組み
「バイオサイクル」

特集 2　限りある食資源を未来につなぐ
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　アミノ酸の世界的メーカーとして、環境負荷の低い生産法の開発に取

り組み続けることは、味の素グループの社会的責務です。

　アミノ酸等を低コストで、かつ環境に与える影響を少なくして生産する

ためには、発酵製造に用いる原料はもちろん、菌株育種、発酵管理、精

製等のあらゆる工程で環境負荷低減の視点を盛り込むことが大切です。

味の素グループでは長年にわたって、そのための様 な々研究開発を行っ

てきました。その中で、従来より原料やエネルギーの利用を少なくし、ムダ

なく効率的にアミノ酸発酵製造を行う“低資源利用発酵技術”の開発を、

味の素グループの先端バイオ技術を活用して精力的に進めています。

　低資源利用発酵技術には、①発酵の生産効率を最大限に高める

ことで、使用原料を大幅に削減する技術、②発酵液中の生産物の精

製工程を簡略化することで副原料（酸、アルカリ）や排水量を削減す

る技術、③サトウキビやタピオカ等の発酵原料の一部自製化とその副

生バイオマスから得られるガス燃料の利用技術、などがあります。これ

らの各技術は、用いる農作物原料の特性や生産立地を考慮して、全

体の生産プロセスが構築されています。

　また、アミノ酸製造に用いる作物が食用と競合するのを避けるため

に、非可食性バイオマス由来のセルロースや、微細藻類によりつくられ

た油脂類などを発酵主原料として用いることで、食資源の利用を抑え

た次世代型生産技術の研究開発も進めています。

低資源利用発酵の世代

タイ味の素社 カンペンペット工場

ブラジル味の素社 ラランジャル・パウリスタ工場

地球環境への負荷を極力抑え、
食資源を守り抜く低資源利用発酵

第一世代技術：「サトウキビ」や「トウモロコシ」を原料とした発酵

第二世代技術：「非可食バイオマス」を原料とした発酵

第三世代技術： 「藻類由来の油」を原料とした発酵

現在

2012

2022
〜

2020

2030
〜

油の抽出 アミノ酸発酵

アミノ酸発酵

糖

糖

油
脂肪酸

セル
ロース

前処理

アミノ酸発酵

サトウキビ

藻類 培養

バガス（サトウキビの搾りかす）

パームの果実の外殻

トウモロコシの茎葉

タピオカチップ

トウモロコシ

　これらの技術は、順次実際の製造プロセスへの取り込みが検討さ

れています。「AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION GROUP」

では、低資源利用発酵の技術を活用した飼料用リジンの生産をブラ

ジルの工場で既に導入してきましたが、加えて米国でも2013年9月に

導入が実現しました。フランスでは飼料用トリプトファン生産について

2012年8月から利用してきたのに加え、2014年2月からはリジンの生産

にこれを導入し、本格的な世界展開が進んでいます。

世界各地で、原料とエネルギーの新しいサイクルを構築

　タイのカンペンペット工場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取り組みにチャレンジしてい

ます。発酵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

り、コプロを地域の畑に還す「原料のバイオサイクル」に加えて、2008

年12月からは「エネルギーのバイオサイクル」を実現しています。これ

は、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という取り組みで、石油の使用を大幅に削減

し、年間約10万トンのCO₂排出抑制にもつながりました。さらに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」も実現し

ました。すなわち従来、アミノ酸の発酵原料となるでん粉は購入してい

ましたが、これを工場内でキャッサバ芋から取り出す自製化に挑み、そ

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し、燃料と

して使う仕組みを実用化したのです。

　またブラジルのラランジャル・パウリスタ工場では、2012年5月からサト

ウキビの搾汁設備とバイオマスボイラーを導入し、購入したサトウキビ

の搾り汁を原料に、搾りかす（バガス）を燃料に、燃やした後の灰もコプ

ロとして利用できる新しいバイオサイクルを構築しています。
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「コプロ」で地域の農業を豊かに

「コプロ」で畑の恵みを育む より付加価値の高いコプロ製品の開発

　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に残る

液体などにも栄養が豊富に含まれています。私たちはこれらも大切な自

然の恵みと考え、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過程でできる副生物はコプロとしてほ

ぼ100％再利用されています。そのうち約90％は肥料として、工場周辺

の農家などによって活用されます。サトウキビやトウモロコシなど再びアミ

ノ酸発酵製造の原料となる農作物の栽培に用いられたり、コーヒー、オ

レンジ、パイナップル、ゴムの木など、各地域の主要な農作物を育む肥料

としても利用されています。

　そのほかにも、飼料や水産養殖にも利用され、コプロは農・畜・水産業

に幅広く貢献しています。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。

　コプロはすでに世界各地で利用されていますが、各地域・作物によっ

てより効果的な利用方法などが異なるため、そうした知見を集積してさ

らなる高付加価値化を図る取り組みが進んでいます。例えば、発酵母

液に含まれるアミノ酸・核酸に加え、植物の生育に必要なリン酸・カリウム

をバランスよく配合した肥料などの開発が進んでいます。

　葉面散布材「AJIFOL®」は、1989年にブラジルで発売されて以降、世

界7カ国で生産しています。コプロに含まれるアミノ酸やミネラルを調整し、

葉面から吸収できるようにしたことで、「肥料ロスが少ない」「病気に強い

作物になる」などの喜びの声を多数いただいています。日本では2014年7

月に、野菜や花卉（かき）の育苗期から結実期まで幅広く使用できる葉面

散布用液体肥料「アジフォル® アミノガード® 544」を発売しました。

世界 7 カ国で生産される「AJIFOL®」

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

特集 2　限りある食資源を未来につなぐ

1 2　液体肥料「AMINA」をイネの栽培に用いている
3　キャッサバ農家とともに収穫を喜ぶFDグリーン社の社員
4　牛の飼料やトウモロコシの肥料となるほか、トマトや芝での栽培試験も実施
5　液体肥料「AMIAMI」は主にサトウキビ、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
6　牛の飼料としてコプロを活用
7　ブドウへの葉面散布
8　「AJIFOLR」を活用して育てたブドウ
9　ブラジルでのオレンジへの「AJIFOLR」散布

 P89　環境：豊かな実りをもたらす「コプロ」を世界各地で開発   参照

インドネシア 1 7

9

8

タイ 3

タイ 5

インドネシア2

米国4

フランス6

日本ブラジル インドネシアペルー タイ ベトナム 米国
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発酵副生物を活用した肥料で、九州の農業を元気に！
〜味の素（株）九州事業所のコプロ活用〜

TOPICS

味の素グループの日本国内唯一にして、世界最大級のアミノ酸工場を有する味の素（株）九州事業所。
アミノ酸製造で日々 発生する副生物を活かし切るために、行政や他企業との連携を通じた新しい取り組みが始まっています。

発酵副生バイオマスを堆肥に混ぜて価値創造
　味の素（株）九州事業所では、発酵副生バイオマスをこれまでも

肥料として利用してきましたが、水分を含んだ粘土状の固まりのた

め、重油を燃焼させて乾燥させていました。この発酵副生バイオ

マスを堆肥に混ぜて発酵熱を利用して乾燥させることで重油使

用量年間600キロリットル、CO₂排出量年間2,000トンの削減が可

能になりました。加えて、この堆肥で育てると野菜の糖度や遊離ア

ミノ酸などがアップし、おいしくなることもわかりました。

　九州事業所はイオン九州（株）や堆肥業者、イオン九州（株）契

約農家と連携することで、発酵副生バイオマスを混ぜた堆肥を活

用したバリューチェーンを構築しました。この肥料で生産者は収益

を向上でき、イオン九州（株）はおいしい農作物を安定的に確保

できるようになり、生産者、流通、消費者それぞれの「価値の最大

　発酵副生バイオマスを堆肥に混ぜて有効利用する取り組みは、
佐賀市を中心とした行政との動きと、イオン九州（株）を中心とした
民間の動きが並走していましたが、どちらも関係者が多く、当初は
プロジェクトの意義を共有することに苦労しました。「九州の農業
を元気に！」と繰り返し言い続け、関係者一同が同じ理念を共有し

「九州の農業を元気に！」
その想いで実現したプロジェクトを
日本中に広めたい
味の素（株）九州事業所 アグリ事業グループ（当時）

高橋 裕典　

て一丸となって取り組んでいると実感できた時、そして野菜がおい
しくなるというデータが出てきた時は本当に嬉しく思いました。
　佐賀市を中心とした行政との取り組みも、九州事業所から発生
する発酵副生バイオマスを有効利用でき、下水処理センターの汚
泥肥料に混ぜることで堆肥発酵時のアンモニア臭の低減と高付
加価値化ができ、農家は安価な肥料で高品質な野菜を生産でき、
消費者はおいしい野菜を食べられる。そんなWin-Winのサイクル
を構築できたことは大きな意義があったと感じています。
　この取り組みは、日本中にある様々な発酵産業でも実現可能で
す。未利用バイオマスの活用手法として、ぜひ広がってほしいと考
えています。

 P117　消費者課題：第4回 味の素グループ サステナビリティフォーラム   参照  味の素グループ サステナビリティフォーラム
 http://www.ajinomoto.com/jp/activity/forum/  リンク

化」が実現できます。九州のイオングループでは、これらの農作物

を「九州力作野菜R」として販売し、味の素（株）九州支社が味の

素製品を使ったメニューや売り場の提案をするなどのコラボレー

ションも行っています。

この肥料を使い、
甘さ、甘味・うま味成分が
アップした野菜を生産

堆肥の発酵熱を
利用して、重油・
CO₂排出量を削減

付加価値の高い
堆肥を製造

年間4,000トンも
発生

「力作」の輪
九州の農業を元気にする

りきさく 副生バイオマス

堆肥業者：堆肥化
農家

消費者

小売
イオン九州（株）

「九州力作野菜®」「九州力作果物®」を
ブランド化し、安定的に提供

アミノ酸等の
発酵製造
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　味の素グループの飼料用アミノ酸事業は、1964年に味の素（株）が設

立したアミノ酸事業部から始まりました。それから50年、科学的に裏付け

されたマーケティングと革新的なアミノ酸発酵生産技術によって世界で

市場を拓いてきました。現在は4カ国の生産・7カ国の販売拠点を中心に

「AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION GROUP」として、動物栄

養の分野まで幅広く事業を展開しています。

　飼料用アミノ酸とは、飼料中に不足しがちなアミノ酸を補うものです。

それにより、家畜の糞や尿として排出されムダになっていた飼料中のアミ

ノ酸を効率的に利用できるようになり、家畜の成長を促します。

　近年、世界の人口増加や新興国での食肉消費量増加に伴い増え続

ける世界の動物性タンパク生産に貢献しています。

　蓄肉生産に対する需要増に比して世界の耕地面積はほぼ横ばいで

あるため、飼料用穀物をいかに確保するかが課題となっています。飼料

用アミノ酸を利用することで、飼料用穀物を育てるために必要な耕地面

積を節約することができます。この節約分を有効に使ってさらなる飼料用

穀物や食料の生産を行えるという観点から、近年注目が高まっています。

　飼料内のアミノ酸バランスが悪いと、家畜の体内からアミノ酸が窒素

化合物として排出されることになります。飼料用アミノ酸を適切に使用し

アミノ酸バランスが改善されれば、家畜排泄物に由来するN₂O（亜酸化

窒素）の発生を抑制することにもつながります。N₂OはCO₂の300倍の温

室効果を持つため、家畜由来の地球温暖化の防止にも役立つものと考

えられています。

家畜の健やかな成長を促す
飼料用アミノ酸

飼料用耕地を節約することで
効率的な食料生産を実現

環境負荷低減にも力を発揮

アミノ酸の「桶の理論」

「リジン」 「スレオニン」 「トリプトファン」 「バリン」

大豆かす50トンが
とれる畑（約23.5ha）

一般的な配合飼料1,000トン
（高タンパク飼料）

23.5haー（5.2ha+0.4ha）=17.9ha
1.5トンのリジンで17.9haの耕地を節約

動物にとって
栄養学的には
等価

耕地面積約
70%削減

1トンのリジン使用で、約12haの耕地を節約できる

世界のリジン使用量は約195万トン

約2,300万haの耕地を節約
（米国の大豆作付面積の約7割、日本の全耕地面積の約5倍）

1トンのリジンで約12haの耕地を節約

トウモロコシ48.5トンが
とれる畑（約5.2ha）

リジン1.5トンの
原料となる
トウモロコシが
とれる畑（約0.4ha）

アミノ酸添加飼料

耕地節約のインパクト

トウモロコシ
748.5トン

大豆かす
200トン

その他
50トン

結晶リジン
1.5トン

一般的な家畜の配合飼料に含まれる大豆かす50トンは、栄養的には
48.5トンのトウモロコシと、結晶リジン1.5トンと等価です。
リジンの原料でもあるトウモロコシは、面積当たりの収量が大豆の約3倍、
約18ヘクタールの耕地を節約することができます。
つまり、50トンの大豆かすが採れる耕地面積の70%を削減することにつながります。

トウモロコシ
700トン

大豆かす
250トン

その他
50トン

飼料用リジンによる大豆かすと耕地の節約効果

 P90　環境：外部との連携で「飼料用アミノ酸」を広げる   参照

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

N₂O 発生のメカニズム

飼料用アミノ酸で食資源と地球環境を守る
特集 2　限りある食資源を未来につなぐ
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飼料用アミノ酸の新たな展開
〜乳牛用リジン製剤「AjiProR-L」と味の素ハートランド社の取り組み

TOPICS

畜産業が盛んな米国では、約900万頭もの乳牛が飼育されています。
乳牛用リジン製剤と、それを米国で製造・販売する味の素ハートランド社の取り組みを紹介します。

「AjiProR-L」

◦ お客様の声
「AjiProR-L」の導入で乳生産性の向上と飼料効率

の改善を実感しており、その裏付けとなる豊富な実験

データを高く評価しています。「AjiProR-L」の利用で

非常に満足のいく効果が得られています。

◦ 製造現場の声
販売が好調で生産ロスが許されない状況ですが、多く

のお客様に使用していただけることを喜ばしく感じ日々

のオペレーションに励んでいます！

◦ 販売担当者の声
市場を取り巻く環境は刻 と々変化していますが、豊富

なエビデンスを顧客の信頼に結びつけ、より精緻な栄

養管理を広めていくことで、持続可能な酪農の未来を

創造する一翼を担っていきたいです。

「AjiProR-L」製造現場のメンバーお客様（左）と味の素ハートランド社員、味の素社員
Product Technical Manager
Jessica Tekippe

4つの胃を持つ牛に合わせた加工技術の開発
　反芻動物である牛には4つの胃があり、第1胃の中の微生物は

牧草や濃厚飼料を分解して増殖します。そして第4胃でその微

生物を分解し、腸でタンパク源として吸収します。このため、単純

にアミノ酸を牛に投与しても第1胃で分解され、腸までは届きませ

ん。「AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION GROUP」は、

第1胃で分解されず腸まで届くようアミノ酸を加工する独自技術

を開発しました。この技術を製品化したのが、乳牛用リジン製剤

「AjiProR-L」です。

　今後、さらに反芻動物用アミノ酸市場に事業を広げ、乳牛生産能

力の向上や温室効果ガスの抑制に貢献していきます。

伸び続ける需要に応えるために
　米国における生乳の生産量は増加を続けており、かつ乳牛当

たり牛乳生産量は世界のトップレベルを維持しています。味の素

ハートランド社は2011年4月より乳牛用リジン製剤「AjiProR-L」の

販売を開始、農家から高い評価を受け、現在は北米の乳牛用リジ

ン製剤のトップブランドとなりました。

　さらに増え続ける需要に応えるため、生産設備を増強し、2016

年までに年間10,000トン以上の生産体制を目指します。その第1弾

として、2014年に年間5,000トンの生産設備を増設しています。ま

た、引き続き研究開発への投資を継続し、製品性能のさらなる改

良を進め、需要創出と事業の強化・拡大を図ります。

「AjiProR-L」を含む乳牛用飼料

「AjiProR-L」製品形状
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