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生きとし生けるものに貢献する、アミノ酸の技術
　味の素グループは、アミノ酸の可能性に着目し、研究開発の基盤

としてアミノ酸技術を磨き続けてきました。現在、味の素グループ

はアミノ酸研究の分野で世界を牽引する存在であるという自負があ

ります。

　30億年以上も前に原始海洋の中で生物の体をつくるアミノ酸な

どがつくられたことが、生命の誕生につながったといわれています

（アレクサンドル・オパーリン著『生命の起源』）。つまり、アミノ酸

について知見を深めることは、地球上のすべてのいのちについて知

るということにつながります。

　アミノ酸の可能性を追究する分野を、私たちは「アミノサイエン

ス」と名づけ、「コンシューマー食品」と並ぶ事業の柱ととらえてい

ます。アミノサイエンスでは「ライフサポート（動植物栄養・高機能

素材）」と「ヘルスケア（医薬・先端医療・健康栄養）」を事業の中

核にとらえており、これらを究めることで「生きとし生けるものすべ

ての栄養改善」を実現しようとしています。

　まだ解明されていない多くの機能があるといわれているアミノ

酸。それらを明らかにし、ひと、生き物、地球のサステナビリティの

実現に役立てることができるよう、さらなる研究開発・事業推進を

続けていきます。

　独自の「アミノサイエンス」を通じて高付加価値素材や新
しいビジネスモデルを提案し、事業成長をリードするために、
味の素グループでは積極的に研究開発を行っています。
　味の素グループは世界14カ国に数十の研究開発拠点、
1,700名以上の研究開発要員を有し、技術横断的な連携
によりグローバル市場に向けたきめ細やかなソリューション提
案を可能にしています。2015年3月時点の特許保有件数は、
国内で864件、海外で3,348件となりました。
　また、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」による価値創出にも
力を入れています。

イノベーションを支える研究開発

事業セグメント別研究開発費（2014年度）
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アミノ酸の可能性を追究し、
新しい価値を生み出す
地球上に生きるすべてのいのちのもとであるアミノ酸は、
生きるために不可欠であると同時に、様 な々可能性を秘めた素材でもあります。
味の素グループでは創業以来、アミノ酸を研究し、その有用性を製品として実用化するための開発を進めてきました。
私たちの築いてきた世界有数のアミノサイエンスの力を健やかないのちのために活用することは、
「スペシャリティ」の発揮の一つの形なのです。
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　アミノ酸はタンパク質の構成成分であるだけではなく、個々のアミノ酸

には多様な役割があり、味にも関与しています。例えば、私たちが毎日

食べる肉、魚、野菜、果物、乳製品、発酵食品や調味料などには、様々

なアミノ酸が含まれていて、食べ物の味を決める大きな要素の一つに

なっています。その中でも、うま味を持つアミノ酸の代表がグルタミン酸

です。グルタミン酸は自然界に最も多く存在するアミノ酸の一つであり、

すべての生物は体内でグルタミン酸をつくります。グルタミン酸は、食品

の味をおいしくする働きのみならず、生物が生きていく上で欠かせない

様 な々働きを担っています。赤ちゃんが生まれて初めて口にする母乳に

も、グルタミン酸が豊富に含まれています。

　食べ物に含まれるうま味成分のグルタミン酸も私たちの体内でつくら

れるグルタミン酸も同じものなのです。グルタミン酸の様 な々働きについ

ては、日本をはじめ世界各国で研究が進み、健康への貢献が科学的

に解明されつつあります。
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タンパク質とアミノ酸の関係
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グルタミン酸

アミノ酸が数百以上
つながったもの

バラバラの状態
味がある

約10万種類 20種類

　ヒトの体の約20％はタンパク質でできています。タンパク質は、筋肉

や皮膚、髪の毛など「体をつくる」働きをするだけでなく、体内の酵素や

ホルモン、免疫抗体となって「体を守る」役割も持っています。また、栄

養や血液にもなります。つまり、ヒトの様 な々生体内反応を司るのがタン

パク質なのです。

　そして、このタンパク質は20種類のアミノ酸からできています。ヒトだ

けではなく地球上のすべての生き物のタンパク質は、ヒトと同じ20種類

のアミノ酸からできているのです。これらのアミノ酸には、体内では合成

できないので食事から摂取しなければならないアミノ酸（必須アミノ酸）

と、日々 体内で合成されているアミノ酸（非必須アミノ酸）があります。タ

ンパク質を構成しているすべてのアミノ酸は、それぞれに生命を維持

する上で重要な働きを持っているため、すべてをバランスよく摂ること

が重要であると考えられています。

いのちのもと「アミノ酸」を深く理解し、活用する

すべてのタンパク質は
20種類のアミノ酸でできている

それぞれのアミノ酸は、
体の中で多様な働きをしている

トマトや昆布、チーズ、肉などにはグルタミン酸が豊富に含まれている

特集 2　アミノ酸の可能性を追究し、新しい価値を生み出す



28味の素グループ サステナビリティレポート 2015

　味の素グループでは、こうした様 な々アミノ酸の働きを研究するととも

に、味覚や食感、フレーバーなどを含む総合的な「おいしさ」を向上さ

せる技術開発を行ってきました。さらに、私たちの技術から生まれた味

覚素材や調味料を活用して、健康にも貢献したいと考えています。

　その取り組みの一つが、減塩の実現です。国連食糧農業機関

（FAO）や世界保健機関（WHO）では食塩摂取量を減らすことを

進めていますが、減塩をすることで食品がおいしくなくなる、味が物足

りなく感じるという課題があります。一方、米国科学アカデミーでは、

うま味成分を上手に活用することで、食品のおいしさを保ったまま減

塩できることが報告されています。そこで味の素グループは、うま味

に関する豊富な知見を活かして減塩に貢献しようと取り組んでいま

す。いつもと変わらない塩味で塩分（ナトリウム分）を50％カットした

「やさしお®」はその成果の一例です。

　また、私たちは“こく”を付与する物質である「コク味」物質にも注目し

ています。2014年8月、味の素（株）が工業化に成功した「コク味」物質

「グルタミルバリルグリシン※1」が厚生労働省の食品添加物認可を取

得しました。この「コク味」物質は基本味（甘味・苦味・酸味・塩味・うま

味）を増強するほか、味の厚みと広がりを増し、口あたりのよさを改善し

ます。海外製品ではすでに導入済みで、2015年度より日本でも家庭用

だし製品の一部で導入が始まっています。

「うま味」や「コク味」物質の機能を活かし
おいしさと健康を実現

　グルタミン酸ナトリウム（MSG）は、食品衛生法上の規定で食品添加

物の調味料に分類され、同法に定められた膨大な安全性試験をすべ

てクリアしています。

　1987年には世界中の研究機関で行われていたグルタミン酸ナトリ

ウムの安全結果をもとに、国連食糧農業機関（FAO）と世界保健機関

（WHO）の合同食品添加物専門家会議（JECFA）が、グルタミン酸

ナトリウムの安全性を評価し、「グルタミン酸ナトリウムがヒトの健康を害

することはないので、一日の許容摂取量を特定しない」との結果が出さ

れました。さらに1991年には、欧州共同体の食品科学委員会（SCF）で

もJECFAと同様の評価結果が出され、1995年にはFDA※2の委託に

より、米国実験生物学連合（FASEB）が評価を実施し、この報告書に

基づき、FDAが安全性を再確認しました。また2003年には、オーストラリ

ア・ニュージーランド食品基準庁も安全性評価報告書を公表しました。

　日々 の食卓で食事をおいしくするものとして、またヒトの健康に役立つ

ものとして、うま味物質にはまだ多くの可能性があると私たちは考えて

います。これからもその有用性を追究し、世界の人々の健康に貢献し

ていきます。

安全性が認められている
グルタミン酸ナトリウム

※1	グルタミルバリルグリシン：アミノ酸のグルタミン酸、バリン、グリシンが結合したトリペプチド（決まっ
た順番で三つのアミノ酸がつながってできた分子の系統群）で、帆立貝や本醸造醤油、魚醤など
の食品としてすでに摂取されているものの中に存在し、食品のコクを増強する

※2	FDA：U.S.	Food	and	Drug	Administration（アメリカ食品医薬品局）

TOPICS

　私たちは、アミノ酸、核酸を原料にした医薬品の
中間体開発から医薬中間体バルクビジネスをはじ
め、発酵技術と合成技術を融合した独自のハイブ
リッドプロセスを継承しながら、当社独自のバイオ
医薬製造技術を開発し、事業展開してきました。
　現在、オリゴ核酸・ペプチド原薬受託製造サー
ビス「AJIPHASER」※2およびタンパク質受託発
現サービス「CORYNEXR」※3を、国内外のお客
様に向けて提供しています。

※2	「AJIPHASER」：オリゴ核酸・ペプチド原薬受託製造サービス。
ペプチドの大量製造に加えて、世界で初めて実用的な液相法による
オリゴ核酸のKgスケールでの製造に成功、本技術により、大量の
ニーズが見込まれるオリゴ核酸の安定供給に貢献することが可能

※3	「CORYNEXR」：アミノ酸発酵生産菌をベースとした独自のタンパ
ク質分泌発現サービス。その優れた数々の特徴を活かし、既存の
技術において発現困難な多くのタンパク質発現を実現、国内外の
お客様に向けてサービス提供している

バイオ医薬技術の開発
アミノ酸 ジペプチド ペプチド タンパク質

低分子 高分子

合成発酵 酵素 発酵

MSG
飼料・
医薬用アミノ酸

アスパルテーム 近年の技術開発

アミノ酸からペプチド、タンパク質への技術の進展
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　ヒトは病気になると、多くの場合、代謝のバランスが変化して血液中

のアミノ酸濃度が変化することがわかっています。そこで味の素（株）

は、血液中のアミノ酸濃度を測定することで、健康状態や病気の可能

性を明らかにする「アミノインデックス技術」を開発しました。この技術を

活用すると、少量の血液サンプルで短時間に健康状態を調べられると

いうメリットがあります。

　「アミノインデックス® がんリスクスクリーニング（AICS®）」は、（株）

エスアールエルと共同で事業化したサービスで、血液中のアミノ酸濃度

を解析することで複数のがんのリスクを評価するものです。2015年8月

からは膵臓がんの早期発見にも対応したリスクスクリーニング検査が

AICS®に加わりました。膵臓がんは早期発見が難しく、約6割が手術不

能な進行がんの段階で発見され、5年生存率が7％と低い難治がんと

いわれています。AICS®によって早期にがんを発見できれば、長い延

命や治癒が期待できます。

　さらに「アミノインデックス技術」をがん以外の病気の予防に活かす

取り組みも進んでいます。「アミノインデックス® メタボリックリスクスクリー

ニング（AIMS®）」は、栄養状態と生活習慣に起因する複数のリスクを

評価する検査です。内臓脂肪型肥満や脂肪肝、食後高血糖でもアミ

ノ酸濃度のバランスは変化するため、AIMS®によってそれらのリスク評

価を行うことで早い段階から対処し、重篤な病気を予防するのに活用

しようというものです。

　味の素グループはこれからも「アミノインデックス技術」を活用し、健康

長寿の実現に貢献していきます。

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」

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

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）

検診
・「アミノインデックス ®
  がんリスクスクリーニング」　等

スポーツ栄養食品医薬品
・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）
・代謝性疾患領域等 （血圧降下剤、
  骨粗鬆症治療剤、 糖尿病用剤）

健康基盤食品・栄養ケア食品
・サプリメント
・医薬・リハビリ用経口栄養食

・「アミノバイタル®」

　小麦グルテンや大豆タンパクを加水分解すると、タンパク質を構成す

る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

て結晶の形で取り出せれば、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提供され、世界のアミノ酸利用研究の起動

力になったのです。2014年現在、医薬用アミノ酸の需要量は全世界で

約3万トンといわれ、味の素（株）はこの分野でリーディングカンパニーと

なっています。

　そして、味の素グループの持つアミノ酸に関する豊富な知見、高度な

技術を応用し、創薬事業を担っているのが味の素製薬（株）です。同社

は、食物・栄養の消化・吸収から代謝・排泄までを制御する創薬を目指

し、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。

　1996年より発売してきた分岐鎖アミノ酸製剤「リーバクト®配合顆粒」

は、非代償性肝硬変患者さんの栄養状態の改善に貢献しています。

2015年1月よりフィリピンで、2015年8月よりベトナムでも販売が始まってい

ます。東南アジア圏は食文化や体格の面で日本との類似性が高く、日

本での臨床試験等の結果を応用して事業拡大が可能であると考えて

います。「リーバクト®配合顆粒」を通じて、アジア地域の肝硬変の患者

さんのQOL（生活の質）向上に貢献していきます。

培ったアミノ酸の知見を「医薬・健康」に活かす

医薬用アミノ酸の提供から
アミノ酸創薬事業へ発展

特集 2　アミノ酸の可能性を追究し、新しい価値を生み出す
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　味の素（株）は、長年にわたるアミノ酸研究の知見を活かし、1987年

からバイオ医薬品の製造に用いる培地を販売してきました。

　2014年2月には、京都大学 iPS細胞研究所と共同で、再生医療を

想定し、動物・ヒト由来の成分を含まない、より安全性の高いiPS細胞・

ES細胞用の培地「StemFit®」AK03の開発に成功しました。

　ヒトiPS細胞は従来、牛の血清を含む培地を用い、フィーダー細胞と

呼ばれるマウスの細胞と混ぜた状態で培養する方法が用いられてい

ました。「StemFit®」AK03は、バイオ技術で作製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まったく含

まず、精製された成分のみで構成されています。

　「StemFit®」AK03培地の安全性に関し、厚生労働省の薬事審査

機関である独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）の対

面助言を受けたところ、「生物由来原料基準」を適用する原料は含ん

でいないことが確認されました。この確認は安全性の視点で重要だと

考えています。

安全性の高い
iPS細胞培地の実用化

※	 リコンビナントタンパク質：バイオ技術により、微生物や酵母などを用いてつくり出したタンパク質
のこと。バイオ医薬品として、がんやリウマチの治療薬など、広く用いられている

すみやかに深睡眠をもたらし、睡眠の質向上をサポート
アミノ酸研究と食経験の評価から「グリナR」が機能性表示商品に

TOPICS

　アミノ酸の一つ、グリシンはホタテや魚介類などに多く
含まれており、体内では皮膚のコラーゲンの3分の1を構
成している成分でもあります。
　味の素（株）は長年にわたるアミノ酸研究により、グリシ
ンを摂取することですみやかに深睡眠（徐波睡眠）をもた
らす機能を発見し、特許（特許第4913410号）を保有し
ています。また、グリシン3,000mgを配合した「グリナR」は、
2005年より販売し100万人以上の方に愛用されています。
　これまで積み上げてきたエビデンスに裏づけされた機
能情報を生活者にわかりやすく、適切な表示で提供する
ため、2015年8月より「機能性表示食品」としてリニュー
アルしました。

　ヒトのカラダを構成するタンパク質の素であるアミノ酸をきちんと摂取

することは、アスリートや思い切り運動するスポーツ愛好者にとって欠か

せません。また、アミノ酸は体内に吸収されるまで約30分と非常に早く、

必要なときにすぐに摂取できる利点がある上、ドーピング禁止薬物でも

ない安心できる素材でもあり、スポーツ向きといえます。

　味の素（株）では、トップアスリートを支えることを目的に、スポーツ時の

生理学的変化を把握し、独自のアミノ酸配合の栄養組成を補給するこ

とで、競技力向上、およびコンディショニング強化を図る「スポーツ栄養

科学研究」を展開しています。この研究から得られた成果は製品開発

に活用され、さらにトップアスリートのサポート現場に活かされています。

　この成果の一つであるロイシン高配合必須アミノ酸混合物を主成分

とする「アミノバイタル® GOLD」は、世界で限界に挑むトップアスリート

が抱える「日々 の過酷な練習・トレーニングによる『きつさ』が残り、その結

果、運動の継続に支障をきたす」などの解決を目的に開発され、トップア

スリートや将来のトップアスリートを目指す競技者に愛用されています。

　「アミノバイタル® アミノプロテイン」は、必須アミノ酸・ホエイプロテイ

ン混合物を主成分とし、1回の摂取量が約4gながら、一般的なプロテ

イン（1回分約20g）と同様に、しっかりしたカラダづくりのために役立つ

製品です。

　また「アミノバイタル® パーフェクトエネルギー」はアラニン・プロリン高配

合糖質混合物を主成分とし、運動時に摂取することで、長時間行う練

習や試合の終盤でも全力を出し切り、最高のパフォーマンスを発揮する

ことが期待できます。

スポーツするカラダを
独自配合のアミノ酸でサポート

［機能性表示食品 届出表示］
本品には“グリシン”が含まれており、すみやかに
深睡眠をもたらし、睡眠の質の向上（熟眠感の改善、
睡眠のリズムの改善）や、起床時の爽快感のあるよ
い目覚め、日中の眠気の改善、疲労感の軽減、作業
効率の向上に役立つ機能があります。

【届出番号A42】
● 本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官

による個別審査を受けたものではありません。
● 本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたも

のではありません。
● 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバ

ランスを。

動物・ヒト由来成分

マウス細胞（フィーダー細胞）

ヒト成長因子など
（リコンビナントタンパク質）

足場タンパク質
（リコンビナントタンパク質）

ヒトiPS細胞

従来の培地
（動物・ヒト由来
成分を含む）

++

「StemFit 」
AK03培地
（動物・ヒト由来
成分を含まない）

従来法 新培養法



　植物は生長のためにタンパク質を必要とします。吸収した窒素と光

合成によって得られた糖からアミノ酸をつくり、アミノ酸からタンパク質を

つくります。この働きに加えて近年の研究で、植物が根や葉から直接ア

ミノ酸を吸収することが明らかになり、肥料としてアミノ酸を与えること

でタンパク質合成がスムーズになると考えられています。アミノ酸を含

む肥料の効果に関する研究は発展途上ですが、農作物によい影響を

もたらし得るものとして注目が高まっています。

　味の素グループでは30年以上前から、アミノ酸発酵生産の過程で

発生する栄養豊富な副生物を有機質肥料（コプロ）として有効利用

する取り組みを進めてきました。そして、コプロを原料に植物に必要な

アミノ酸やミネラルなどの栄養をさらにバランスよく配合して、より高付

加価値な農業資材とする研究を行ってきました。実験や研究の蓄積

により、アミノ酸や核酸を活用した肥料が、根張りをよくしたり、成長を促

植物・動物の栄養改善に、アミノ酸の力を活かす

アミノ酸を活用した肥料で
植物の生育を豊かに

イチゴでの効果

使用前 使用後
根の傷みが原因と思われる生育障害が発生したイチゴに「アジフォル®アミノガード®」を葉面散布した
ところ、樹勢が回復し、葉の色もよくなった。

特集 2　アミノ酸の可能性を追究し、新しい価値を生み出す

ブラジルの生産者

Edison Cosmo氏

私たちは10年前から味の素グループの肥料を
使っています。少しずつ使用量を増やしていき、
非常によい効果を実感できたので、すべての作
物に使うようになりました。この肥料は植物の生
育と収益性を向上させるのに役立つと感じてい
ます。
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ブラジルの農業生産向上に貢献する、高付加価値肥料TOPICS

　将来的に世界人口の増加が予想される中で、食料を継続的
に確保していくことは地球規模での課題です。南米ブラジルは
農作物生産量で世界の5本指に入る農業国であり、大変重要
なポジションにあります。
　ブラジル味の素社は、ブラジルでの農作物の生産性向上提案
を通じて、この課題解決に貢献していきたいと考えています。
　コプロを活用した高付加価値肥料製品として同社が提案して
いるのが、「AMIORGANR」と「AJIFOLR」です。「AMIORGANR」
は窒素、カリ、アミノ酸を含む肥料で、土壌に混ぜることで農作物
の生育を早めます。また「AJIFOLR」は葉面散布剤で、葉面から
効率よく栄養を吸収させることができます。
　これらの肥料は、農業市場でも付加価値の高いコーヒーや野
菜、ブドウ、メロン、マンゴーなどの果物に対して生育段階におけ
る施肥タイミングに沿って最適な製品を提案しています。

「AMIORGANR」と
「AJIFOLR」を使うメリット

①収穫量が上がる
②病気に強くなる
③果実の糖度（Brix値）が上がる

進したり、収穫量を増加させるために効果があることが明らかになりつ

つあります。

　日本でも、葉面散布剤「アジフォルR アミノガードR」が生産・販売され

ています。光合成が十分にできない曇天や低温になると植物の生育

が妨げられますが、グルタミン酸を葉面散布して供給することで生育を

促進できます。イチゴやトマトなどの栽培で使われています。
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　食肉から得られる良性の動物性タンパク質は、食生活にとって欠か

せないものです。世界人口の増加と経済成長に伴い、食肉の需要は

今後も伸びると考えられており、より効率的に高品質の食肉を生産す

ることは畜産業界の大きな課題です。その解決の一端を担うのが、飼

料用アミノ酸です。

　家畜は主にトウモロコシや小麦、大豆ミールなどを配合した飼料で

育てられますが、それだけではリジンやスレオニン、トリプトファンといっ

たアミノ酸が不足しがちになります。アミノ酸のバランスが悪いと、飼料

中のタンパク質が有効に利用されず、余ったアミノ酸は排泄されてしま

います。飼料用アミノ酸でこれらの不足しがちなアミノ酸を補うことで、

飼料中のアミノ酸を有効に使えるようになり、家畜の成長が促進される

のです。

　味の素グループの飼料用アミノ酸事業は50年以上の歴史を持ち、

科学的に裏づけされたマーケティングと革新的な生産技術によって世

界で市場を拓いてきました。現在は味の素アニマル・ニュートリション・

グループとして、4カ国の生産・7カ国の販売拠点を中心に、動植物栄

養の分野で幅広い事業を展開しています。

　反芻動物である牛は四つの胃を持ち、その一番目の胃（ルーメン）に

微生物が共生しています。その微生物は草や穀物などの餌を分解し

宿主である牛にエネルギーを供給するとともに、増殖した微生物は一定

の割合で四番目の胃で分解され、アミノ酸バランスに優れたタンパク源と

して供給されます。しかし最近の乳生産量が高い乳牛においては、微

生物からもたらされるタンパク質だけでは、乳に含まれる乳タンパク質の

合成に量的に追いつかず、特にリジンやメチオニン等の必須アミノ酸が

不足しがちになります。しかし、不足したアミノ酸をそのまま投与すると、

ルーメン内微生物の働きで分解されてしまいます。

　この課題を解決するため、独自技術による加工でリジンをルーメンで

分解されずに腸まで届けることができる乳牛用リジン製剤「AjiPro®-L」

を開発し、2011年より北米で販売開始しました。

　「AjiPro®-L」では、製品中の有効リジン含量の評価法開発にも取り

組みました。従来のルーメン内微生物による分解の測定だけでなく、反

芻・咀嚼による分解率や、腸における消化・吸収率を測定する手法を、各

種の試験を重ねて開発。これにより、今まで実現できなかった個々のアミ

ノ酸にまで考慮した飼料設計に貢献できます。

　「AjiPro®-L」は酪農業界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っており、アジアや中東、オセアニアに

おいても販売開始に向け取り組んでいます。2015年4月からは、日本でも

「AjiPro®-L」の販売を開始。畜産農家向けのセミナー等を行い、その

有効性を広くお伝えする取り組みを進めています。

家畜の健やかな成長を促す飼料用アミノ酸 世界で高い評価を受ける乳牛用リジン製剤

アミノ酸の「桶の理論」

有効リジン含量の評価法の開発
乳牛に「AjiPro®-L」を投与し、小腸への吸収率を算出した。

2015 年 6月、東京・帯広で「乳牛アミノ酸栄養セミナー」を
開催し、最新の研究成果を発表

「乳牛アミノ酸栄養セミナー」講師と北海道の乳牛農家を視察「AjiProR-L」を投与している乳牛

「リジン」 「スレオニン」 「トリプトファン」 「バリン」 「AjiProR-L」

ルーメンバイパス率　80％
普通のリジンは第一胃のバクテリ
アや反芻・咀嚼などで分解されて
しまい、小腸まで届かない

「AjiProR-L」
投与量100％

小腸での吸収率 50％
「AjiProR-L」は、酵素などの
作用を受け小腸で吸収される

「AjiProR-L」

普通のリジン

微生物

小腸

第一胃
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基礎研究と応用研究の積み重ねで拓く、電子材料ビジネスの未来TOPICS

　味の素グループでは、1996年から電子材料ビジネスに参入し
ました。当初、うま味調味料「味の素R」の製造過程から出る
副産物を再利用するという目的から研究・開発を始め、硬化剤
や接着剤などを生み出し、次第に樹脂やインキに精通した研究
が拡充していきました。
　1999年に発売した絶縁フィルムABF（Ajinomoto	Build-up	
Film）は、パソコンの心臓部であるCPUの絶縁材として、世界的
なシェアを誇っています。1996年当時、絶縁材は液状のものし
かなく、ホコリがつきやすかったり仕上がりがデコボコになりやす
いという欠点がありました。「フィルム状の絶縁材がほしい」とい
う基板メーカーの声に応えるために研究開発を重ね、1年でフィル
ム化に成功。製品化後、各メーカーで採用が増加し、絶縁材のス
タンダードとなりました。

　長年培ってきたABFの技術と、味の素グループの最新のアミノ
酸技術を組み合わせることで、環境分野で新たに注目されている
「有機EL」の分野にも取り組んでいます。
　現在、電子材料分野で注力している一つが、有機ELデバイス
用の材料です。照明・ディスプレイ等で活用が見込まれる有機
ELは、薄くて軽く、面光源なので柔らかい光で自然に照らすこと
ができ、発熱が少ないため熱に弱い製品の照明にも適しています。
デザイン性も高いことから、普及に向けて注目が集まっています。
　従来は、有機ELの発光部を外気から完全に遮断するために
ガラスを加工したケースに入れる必要があり、高コストで衝撃に弱
く、曲げると割れてしまうという課題がありました。
　そこで味の素ファインテクノ（株）では、封止フィルムAEF
（Ajinomoto	Encapsulation	Film）を開発。接着することで発
光部を酸素や水分から守ることができるこのフィルムは、薄くて
軽く、透明で曲げることもできるという優れた意匠性を実現しな
がら、製造工程を簡略化してコストを下げることも可能にしました。
　照明部品メーカーやディスプレイメーカー等でAEFが採用され
れば、家電やデジタルサイネージはもちろん、衣装・衣服や建材、

アミノ酸製造をベースとした要素技術が、世界的電子材料を生んだ

次世代の照明・ディスプレイ「有機EL」の可能性を広げる封止フィルム

AEFを使った有機ELは曲げることも可能
※	この技術は、（公財）九州先端科学技術研究所と	
共同開発しています

有機 ELの用途例

デジタルサイネージ
軽く、曲げることができるため、柱やビルの壁面などにも
設置ができます

照明器具
デザイン性に富んだ形がつくれるため、自動車内などの
複雑な形状にも貼ることができます

冷蔵ショーケース
発熱が少なく紫外線を発しないため、食品の品質劣化を
防ぐことができます

味の素ファインテクノ（株）
研究開発部　第3グループ長

影山 裕一

有機ELは省電力なためCO₂削減に大きく貢献します。蛍光灯と比べると水
銀などの有害物質を含まないのでリサイクルもしやすく、地球環境への負荷が
少ない技術です。私には二人の娘がいますが、子どもたちが笑顔で成長して
いく姿を見ていると、ふと、この子たちが大人になったとき今よりも汚れた地球
環境であってほしくない、という気持ちになることがあります。自分たちの手で
開発した材料が、地球環境に、子どもたちのきれいな未来に少しでも貢献でき
れば。そんな思いでこのテーマに取り組んでいます。

防災やヘルスケアの分野でも新しい可能性を拓くことができるも
のと期待されており、メーカーと連携しながら実用化に向けた取
り組みを進めています。

CPUの土台である、微細な電子回路を何層にも積み上げたビルドアップ基板にABFが使われて
いる。レーザ加工と表面への直接銅めっきによって、マイクロメートル単位の電子回路を形成できる

IC半導体

ビルドアップ基板

IC:半導体

プリント基板

外部につながる
回路


