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新たな顧客価値創造へ
積極的に行動し、
イノベーションを起こします
Chief Innovation Officer

児島 宏之
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（株）
入社
2005年 味
 の素・ジェネチカ・リサーチ・
インスティチュート社
（ロシア）
出向
2015年 常務執行役員 バイオ・ファイン研究所長
2019年 専務執行役員 研究開発企画部長

“フードテックカンパニー”としてサステナブルな事業を生み出す
こうした考えのもと、私が責任者となり
「事業モデル変革

当社は、アミノ酸の一種であるグルタミン酸をうま味調
として世界で初めて製品化した会社です。
味料
「味の素®」

タスクフォース」
を進めています。中でも重要な取り組みが

その後も、味覚、嗅覚、食感、外部環境等
「おいしさを構成す

「未来創造プロジェクト
（PoF ： Picture of the Future）
」

る全ての要素」
を立体的に解明し、その成果を独自の新素

です。これは、既存事業ありきではなく、2030年の社会課

材、新製法、アプリケーションとして各地のお客様のニーズ

題や生活者ニーズを起点に、味の素グループがどういう価

に合わせて自在に組 み 立て、
「 食 」に関するあらゆるソ

値を創造すべきかを考え、そのために必要な事業テーマや

リューションを提供しています
（P.22参照）
。また、長年にわ

プロセスを策定していくというプロジェクトです。同時に

たるアミノ酸研究を基点とした独自の
「先端バイオ・ファイ

オープンイノベーションやコーポレートベンチャーキャピタ

ン技術」
により、ヘルスケア領域においてもグローバルにソ

ルの運営も推進します。今後、
これらを着実かつスピード感

リューションを提供しています。

をもって実践し、食と健康の課題を解決する
“フードテック

「食と健康の課題解決企業」
となるためには、常に顧客起

カンパニー”への道筋を描いていきます
（P.24参照）
。

点の発想で、多様な技術を融合させながら新たな価値を生

社長メッセージにある通り、今後は重点事業に係る研究

み出し、サステナブルに供給できないと意味がないと思っ

開発や事業モデル開発への投資を強化します。2020-

ています。それが私たちの目指すべき“フードテック”なの

2022年度計で、研究開発費については870億円
（80%以

です。これを実現するには今までの企業文化を変革し、
イノ

上が重点事業）
、事業モデル開発については、DXや人財開

ベーティブな企業文化にしていかなければなりません。

発への投資と合わせ、260億円を投じる計画です。

事業モデル変革のロードマップ
FY2020
変革基盤
未来創造プロジェクト

個別プロジェクト推進

例 ：パーソナル栄養
（P.23参照）

FY2022

FY2023-2025

コーポレートベンチャーキャピタルの運営、新事業モデル創出・起業化の仕組み構築
テーマ立案

実行

新事業モデル開発
テーマ立案

(PoF)

アクセラレータープログラム

FY2021

実行

新事業モデル開発
テーマ立案

実行

国内ベンチャー企業との協業推進

グローバルなベンチャー企業との協業推進

社内起業家発掘と育成
（味の素
（株）
）

社内起業家発掘と育成
（グループ会社）

独自アプリ開発

独自アプリ上市

味の素グループ
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新事業モデル開発

サービス拡充と利用者拡大、協業パートナーの拡大
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対談

最先端の感覚で変わる
「食」
と
「健康」
創業以来、おいしさのメカニズムを科学的に追究してきた味の素グループ。
おいしさと栄養・健康の関係と今後の応用の可能性について、
米国モネル化学感覚研究所
（以下、モネル研）
のマーゴルスキー所長と
語りました。
モネル化学感覚研究所とは
化学感覚のメカニズムや機能に関する研究に特化し、味覚・嗅覚の分野において世界最大の
研究機関。1968年にペンシルベニア大学から独立し設立。味の素グループは1970年代より
同研究所と共同研究を実施している。

Chief Innovation Officer

児島 宏之

モネル化学感覚研究所

ロバート マーゴルスキー 所長

マーゴルスキー 私たちが研究している味覚、嗅覚等の
「感

マーゴルスキー「個別化医療」
をはじめ、健康に関するパー

覚」
は、栄養や健康との結び付きが非常に強く、私たちはこ

ソナライズは世界のトレンドとなっています。次のトレンド

れらを一つの領域として捉えています。例えば、味を検知

は栄養のパーソナライズだと思います。個々人の遺伝子型

する味覚細胞の働きは大きく分けて2つあり、一つは必要

や表現型に特異的に対応した栄養プログラムは健康な食

な栄養素や糖分、塩分を摂取すること、もう一つは人体に

生活を促進し、肥満や心臓病等の食習慣に関連した疾患を

害を及ぼす有毒化合物等を避けることです。どちらも栄養

コントロールする上で多大な効果を発揮するでしょう。

や健康に直結しています。

児島 モネル研では、感覚情報を医療や診断に活かす研究

児島 塩分も糖分も適量は必要なのですが、摂取しすぎる

にも取り組んでいますね。

と健康に悪影響を及ぼします。健康寿命を延ばすには塩分

マーゴルスキー 初期段階では診断が難しいとされる卵巣

や糖分を抑制する必要がありますが、塩分の多い食べ物を

癌、膵臓癌等について、感覚情報を利用して早期診断を実

おいしく感じる人は多いので、単純に減らせばいいという

現するプロジェクトに取り組んでいます。また、新型コロナ

ものではありません。つまり、おいしさや風味を損なうこと

ウイルスに代表される感染症等についても、診断と治療の

なく、いかに摂取量を減らせるか。こうした難しい課題を解

両面で研究を進めています。

決するには、モネル研が蓄積してきた
「感覚」
やわれわれが

児島 本日は様々な最新研究について教えていただきまし

着目しているうま味による
「おいしい減塩」
に関する技術・

たが、今後はわれわれの間で感覚情報の研究にビジネス的

知見が欠かせないと思います。

な価値や社会的価値を付加するための方法を話し合い、新

マーゴルスキー 味覚や嗅覚の受容体のメカニズム、すな

たな価値創造につなげていきたいですね。

わち人がおいしさを感じる仕組みを解き明かすことは、健

マーゴルスキー はい。当研究所は、基礎研究だけでなく応

康を追求する上でも重要です。受容体の感度レベルを上げ

用研究も重要視しています。特に貴社は応用研究に強く、
ト

ると、感度が高まる分、実際の塩分や糖分を減らすことがで

ランスレーショナルリサーチ*からの学びを応用して自社製

きます。最近では人の遺伝子型と感覚の表現型の関連性

品を市場に投入してきました。その中で、おいしさの研究を

が明らかになり、個別化
（パーソナライズ）
された健康を促

栄養や健康の改善につなげてきた歴史があります。われわ

進するソリューションの開発も可能となりつつあります。

れは40年以上にわたって協働してきましたが、
この強いつ

児島 感覚的な反応の一部が、遺伝子型の違いによって制

ながりを続けていくべきですし、そうすることで両者に大き

御されているというのは興味深いですね。そうした研究成

な恩恵がもたらされると信じています。

果を、当社の研究開発に取り入れていけば、新たな可能性

児島 これからさらに協力関係を深めていければと思いま

が生まれるのではないかと感じました。

す。ありがとうございました。
* 基礎研究から実用化につなげるための
「橋渡し研究」

味の素グループ
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プロジェクト紹介

「食事」
を分析し、個々人に適した生活改善をサポートする
現在、事業モデル変革タスクフォースで推進している
プロジェクトの一つ、
「パーソナル栄養」
。

健康リスクの軽減を目指して、個々の生活者のライフスタイルに合わせた
ソリューションを提供します。プロジェクトの概要や今後の展望について、
プロジェクトリーダーの安居が説明します。

R&B企画部 パーソナル栄養プロジェクトリーダー

安居 昌子

2020年代以降、世界各地で成人人口の増加と高齢化が

具体的には、独自開発のアプリを通じて対象者の食事を

進む中、食習慣や栄養バランスの乱れが筋肉の衰えや認

チェックし、脳機能に必要な栄養素やそのバランス状態を

知機能の低下等の一因となり、健康問題として顕在化して

把握します。食以外の生活習慣もチェックし、認知機能に着

いくものと予想されています。つまり、若い頃からの食習慣

目した当社グループ独自のアルゴリズムによって、食およ

の改善は、将来の健康リスクを軽減する重要なテーマだと

び生活習慣と認知機能低下の関連性を分析します。これら

いえます。

の情報をもとに、食事のメニュー、運動、睡眠といった多方

こうした中、味の素グループは、生活者と直接つながり

面からのアドバイスやサプリメント等をソリューションとし

個々人の健康課題を解決する
「パーソナル栄養プロジェク

て個々のライフスタイルに合わせて提供します。これは

ト」
を推進しています。このプロジェクトは、IoT・デジタル技

「食」
と
「ヘルスケア」
に関する知見・技術を有する当社グ
ループだからこそ提供できるソリューションです。

術により、生活者に栄養や健康上の気づきを与え、個々人
の特性に合わせて、確かな情報に基づくソリューションをワ

現在は、脳機能に着目したITベンチャー、映像やAI技術

ンストップで提供するというものです。特に認知機能の低

に強みを持つ大手企業、疫学研究における第一線の研究

下と食習慣の関連性に着目しており、主に40-50代を対象

機関等と連携してエコシステムを構築し、エビデンスに基

に、
リスク低減に向けた食による解決策の提供を目指して

づくアルゴリズムやアプリの開発を進めており、2021年度

います。

の上市を目指しています。

認知機能維持に向けたソリューション提供プロセス
1

ソリューション

５

神経伝達物質のもととなる
アミノ酸を効率的に摂取

●
●

認知機能の観点で
理想的な生活習慣に向けた
個別化アドバイス

２

その他の生活習慣チェック

認知機能維持へ
生活改善サポート

栄養・加工食品
サプリメント

改善アドバイス

４

脳機能に必要な栄養素や
そのバランス状態を把握

食事チェック

３

食事のメニュー
運動
● 睡眠

評価
認知機能に関連のある
アミノ酸を中心とした
独自アルゴリズムを活用

●
●

味の素グループ

認知機能と関連のある
食以外の生活習慣を簡易チェック
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対談

「食×テクノロジー」
がもたらす未来
食と健康の課題を解決する
“フードテックカンパニー”へ。
フードテックの現状と味の素グループが貢献できる
「食」
の未来について、
株式会社シグマクシスのディレクターである田中宏隆氏と語りました。

株式会社シグマクシスとは
企業の変革・DX推進、事業投資・運営等を手掛けるコンサルティングファーム。

Chief Innovation Officer

児島 宏之

株式会社シグマクシス

田中 宏隆 氏

田中 近年、世界各地で開かれている食×テクノロジーのカ

開放していくということですね。

ンファレンスでは
「社会課題と食」
と
「食の多様な価値」
がド

田中 はい。日本では特に、有形無形を問わず自社のアセッ

ライバーとして挙げられています。その背景として、食自体

トを開放し、広く外部と協業していこうという企業が登場し

がフードロスをはじめとする社会課題を生み出しているこ

ていないのは非常にもったいないことだと思っています。

と、また食の価値は“ロングテール”、すなわち世界では今

貴社のような主要プレイヤーが
「アセットを開放していきた

なお食に満足できていない人が一定割合いて、彼らの不満

い」
というメッセージを出せば、国内の風向きが大きく変わ

は実に多種多様であること、があります。そこで、テクノロ

ると思いますので、ぜひ先陣を切って食の未来を切り拓い

ジーを活用して個別のニーズを可視化し、最適な選択肢を

ていただければと期待しています。

提供していこうという取り組みが広がりつつあります。実

児島 イノベーションを生み出すために、外部との協業は有

は、
このような動きの最前線にいるフードテックベンチャー

効な手段の一つだと考えています。ただし協業ありきでは

の経営者はIT業界の出身者が多いのです。

なく、根本にあるべきは
「何を実現したいか」
です。当社は7

児島 お客様の食に求める価値が多様化する中、味の素グ

月から研究開発企画部をR&B
（Research & Business）
企

ループとしてもニーズを的確に捉え、迅速に対応していき

画部に改称しました。その背景には、
自分たちが作りたいも

たいと考えており、そのためにイノベーションの創出は不

のでなく、お客様が求めるものに対してどのような価値を

可欠です。業界を問わず、イノベーションは事業領域を越

提供したいのかという観点で研究をスタートさせようとい

えて創出される傾向にありますよね。

う狙いがあります。

田中 私もエレクトロニクス業界から食の領域に来て、多く

田中 従来の
「R&D」
とビジネスとの距離を縮めていくとい

の発見がありました。例えば、食と料理はサイエンスその

うことですよね。技術本位ではなく顧客本位で考えること

ものであり、非常にロジカルでエンジニアリングとも相性

は、
「 食」
を通じた楽しさや豊かさを実現していく上で大切

が良いこと。一方で、作り手によって同じ調理方法と食材で

なことだと思います。

も全く違った味になり得ること。あるいは食材の栄養素に

児島 当社グループの未来創造プロジェクトにおいても、今

関わるデータが多分に存在していながら、生活者には伝わ

後お客様がどのように変化し、その中でわれわれは何をす

り切っていないこと。そして、貴社をはじめとする食品メー

べきか、そのために今しなければならないことは何かをしっ

カーが、実はそうした知見や技術を高いレベルで蓄積して

かりと検討しているところです。まずはわれわれが提供した

いること。これらをフードテックベンチャー等の新しい食の

い価値を確定させ、
「味の素グループと組みたい」
と感じて

作り手たちに開放していけば、新しい食の道を示すことが

もらえるような魅力あるアナウンスをする。そして、われわ

できますし、ナレッジがOS化して世の中に浸透していくと

れが目指す未来に共感していただいた方々との様々なコ

思います。

ラボレーションを通じて食の新たな価値を創造し、
さらには

児島 当社グループが持っている無形資産を価値化して、

持続可能な生産と消費にも貢献していきたいと考えます。

味の素グループ
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