
快適な生活～アミノサイエンスでくらしを支える～

日々のくらしを支えるアミノ酸の力

　筋肉や皮膚、血液、さらには神経など、ヒトの体の約20%はたんぱく質でつくられています。そ

の唯一の材料となるのは、アミノ酸です。つまりアミノ酸は、生命にとってなくてはならない栄養

素であり、「いのちのもと」といえます。 ヒトの体のたんぱく質を構成するアミノ酸は、わずか20種

類ですが、いろいろな組み合わせで多数つながることで、10万種類ものたんぱく質がつくられま

す。このたんぱく質はヒトの体の組織となるだけでなく、酵素として代謝を促したり、抗体として免

疫になったりするなど、体内で重要な働きをしています。最初の製品のうま味調味料「味の素

Ⓡ」がアミノ酸の一つ（グルタミン酸）であったことから、味の素グループはアミノ酸の持つ様々な

機能および無限の可能性に着目して研究を重ね、科学的根拠を追究する力と、おいしさを実

現する力を結集して、製品・サービスとしてお客様にお届けしています。

　社会の高齢化は、日本をはじめ、各国・地域で大きな社会課題となっており、健康寿命の延伸は

特に重要な課題です。シニア世代が健康な生活を送る上で、筋肉の衰えは深刻な問題として認

識が広がりつつあります。筋肉はアミノ酸などで構成されますが、9種類ある必須アミノ酸※1の中で

も「ロイシン」には筋肉をつくり出すシグナルの働きがあります。この働きに着目し、味の素（株）

は独自組成の「ロイシン40%配合必須アミノ酸」を開発しました。ロイシン40%配合必須アミ

ノ酸は、足の曲げ伸ばしなど筋肉に軽い負荷がかかる運動との併用で、60代以上の方の、加

齢によって衰える筋肉の維持に役立つ筋肉をつくる力をサポートする機能と、歩行能力の改

善に役立つ機能があることが報告されています。当社はこの機能を活かした機能性表示食品

「アミノエール®」と「アミノエール®」ゼリー ロイシン40※２を通じて、シニア世代の筋肉づくりをサ

ポートしています。

　味の素（株）は長年の研究によって発見したアミノ酸の健康価値を快適な生活を支える製

品開発に活かしています。

　例えば、アミノ酸の一つ、グリシンは体内で皮膚のコラーゲンの3分の1を構成する成分です。

グリシンには、速やかに深睡眠をもたらし、睡眠の質の向上とさわやかな目覚めをサポートする

機能があります。この機能を活かし、生活者のよりよい睡眠対策の一助になることを目指して

開発された製品が機能性表示食品「グリナ®」です。

　また、当社はかつおだしに含まれる成分のうち、必須アミノ酸の一つであるヒスチジンが疲労

感の軽減や「頭が冴えない」「注意力が低下する」といった疲労に伴う感覚の緩和などに有効

であることを世界で初めて発見しました。この機能を活用して製品化したのが機能性表示食品

「毎朝ヒスチジン®」で、疲労やストレスに悩む現代人の健康づくりに役立てられています。

■ 味の素グループとアミノ酸

■ 筋肉づくりを支えるアミノ酸の力

■ 快適な生活を支えるアミノ酸の力

快適な生活～アミノサイエンスでくらしを支える～

「アミノエール®」

「グリナ®」 「毎朝ヒスチジン®」

「アミノエール®」
ゼリー ロイシン40

ロイシンは、9種類ある必須アミノ酸の中でも
筋肉をつくり出すシグナルの働きがあります。

■ ロイシン40%配合必須アミノ酸     
  の組成

● 9種類の
　 必須アミノ酸

筋たんぱく
づくりを促す
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ヒスチジン
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トリプト
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ロイシン

メチオニン
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ASV STORIES 2018 P5-6

参照

サステナビリティデータブック2017 P19-20

参照

■ アミノ酸の機能を活かした製品

※1 体内で合成できないアミノ酸
※2 機能性表示食品「アミノエール®」と「アミノエール®」ゼリー ロ
イシン40は2019年4月よりリニューアルしています。
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快適な生活～アミノサイエンスでくらしを支える～

　生活スタイルや食生活の変化、高齢化などの世代構成の変化により、生活者の食ニーズ

は年々多様化しています。味の素グループは、毎日の食事の中で、必要なアミノ酸を無理なく手

軽に摂取できるよう、健康素材としてのアミノ酸を様々な食品素材としてBtoBtoCで提供して

います。併せて、アミノ酸研究に基づく安全性・機能性に関する科学的なエビデンスに裏付けさ

れた情報の提供を通じて、アミノ酸の健康・栄養価値を広く一般生活者にお伝えしています。

　味の素グループでは、これを「ダウンストリーム戦略（ブランド+インサイド戦略）」と称し、取り組

みを強化しています。2017年度は米国などにも展開地域を拡大し、様々な国・地域の人々の

ニーズに合わせて、機能情報とともにアミノ酸素材を提供しています。　

　味の素グループは、今後もアミノ酸の持つ機能を活かし、様々なスペシャリティアミノ酸ミック

スおよび製品設計ソリューションを提供することで、「体の中から健康になりたい」「生活基盤を

改善したい」といった、生活者の多種多様なニーズに応えていきます。

■ ダウンストリーム戦略（ブランド+インサイド戦略）

■ 食品へのダウンストリーム戦略（ブランド+インサイド戦略）

◆ アミノ酸の価値の創出
◆ 食品加工技術の創出
◆ 販売会社、小売業社への 
　 製品設計のソリューション提供 だしパック

ジャム
豆乳

雑炊

スープ
（和・洋・中） 健康飲料

蒸しパン マシュマロ

即席みそ汁

ふりかけ
スムージー

 C o l u m n

　2017年11月、味の素（株）は、味の素ノースアメリカ社（現、味の

素ヘルス・アンド・ニュートリション・ノースアメリカ社）を通じて、

米国の医療食品会社キャンブルックセラピューティクス社（以下、

キャンブルック社）を完全子会社化しました。キャンブルック社は、アミ

ノ酸を体内で代謝できない方向けの医療食品などを生産・販売し、

欧州などの米国外でも事業を展開しています。特定の栄養素を体

内で代謝できず、通常の食事を摂ることができない方の毎日の食事

に欠かせない医療食品は、おいしさやバラエティーの少なさが課題

となっています。今後は、当社のアミノ酸の栄養や機能に関する科

アミノ酸の持つ力を健康課題を持つ様々な人に役立てる
～米国のメディカルフード※1市場に参入～

※1 米国食品医薬品局（FDA）が医薬品と栄養補助食品（ダイエタリーサプリメント）の中間に位置 

　   づける食品。米国の健康保険の償還可能領域。
※2 Quality of Life ： 生活の質

キャンブルック社

学的知見、おいしさ設計技術、食品開発技術をキャンブルック社の

事業に適用することで、これらの課題を解決し、必要とする人により

充実した食を提供していきます。また、キャンブルック社の知見を当

社グループの食品関連事業に導入し、高付加価値の健康・栄養

関連製品の拡売を図ります。グループ全体での強みを活かしてシナ

ジーを創出し、社会に新たな価値を提供しながら、様々な人の「食」と

「健康」の課題に応え、QOL※2の向上に貢献していきます。

キャンブルック社の医療食品

統合報告書2018 P39

参照
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快適な生活～アミノサイエンスでくらしを支える～

医療現場で活かされるアミノ酸の力 ～再生医療用培地～

　味の素グループは、長年にわたり培ってきたアミノ酸の知見・生産技術を活かし、1987年よ

りバイオ医薬品の製造に用いる培地を販売しています。培地とは、細胞が必要とするアミノ酸、

糖、脂質、ビタミン、ミネラルに、細胞の成長・増殖を促進する機能を持つたんぱく質などをバラ

ンスよく含む栄養液です。

　人間の臓器や組織には一度失われてしまうと自力では再生できないものがあります。その生

体組織に正常な機能を有する細胞や組織を人為的に再現し、移植することで本来の機能を

取り戻そうとするのが再生医療です。従来の臓器移植では、拒絶反応やドナー不足という課

題があるほか、移植の難しい組織もありますが、再生医療はこれらを解決する根治療法として

現在世界中で盛んに研究されています。

　再生医療の実現に重要な役割を果たすと期待されているのが、2006年に発明されたiPS

細胞です。iPS細胞とは、人間の体の細胞へ、数種の因子を導入することで、様々な組織や

臓器の細胞に分化する能力（Pluripotency）を持つ細胞に変化した、人工多能性幹細胞

（Induced Pluripotent Stem Cell）のことです。iPS細胞が持つ多分化機能を利用して

様々な細胞を作り出し、細胞移植治療などへの応用が期待されています。

　iPS細胞を用いた再生医療では、iPS細胞を生育させ大量に増やした後、心筋細胞や神経

などの細胞に分化させて医療に用います。そのためには、長期に安定的な培養が可能な、安

全性の高い培地が必要です。

　味の素（株）は、2011年に再生医療用の培地開発に本格参入し、2014年に、京都大学

iPS細胞研究所と共同で、動物・ヒト由来の成分を含まない、より安全性の高い、高品質かつ

高性能のiPS細胞・ES細胞※1用の培地「StemFit®」AK03の開発に成功しました。2016年よ

り「StemFit®」AK03Nとして臨床研究用培地を日本国内で広く販売しており、グローバル市

場向けにも上市しました（「StemFit®」Basic03）。

■ アミノ酸研究の知見を活かした培地

■ 再生医療用培地の実用化

■ 再生医療における培地の役割

細胞分離・
初期化

iPS/ES細胞

「StemFit®」AK03N

間葉系幹細胞※2

細胞増殖 細胞分化

成長因子

心筋細胞へ分化

脊髄損傷
などの治療

心不全
などの治療

神経細胞へ分化

ビタミン

成長因子

糖

培地

ミネラル

脂肪 アミノ酸

※1 人間の胚の内部細胞塊を用いて作られた胚性幹細胞
（Embryonic Stem Cell）のこと。体を構成する様 な々組織
や臓器の細胞へと分化する能力を持つ。

※2 1970年に見出された幹細胞で、体内に存在し、自己増殖能
と多分化能を有する。間葉系に属する細胞（骨細胞、心筋
細胞など）への分化能を持つ。
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　味の素グループの培地開発における強みは、原料・素材の生産技術、組成・配合設計、分

析技術です。味の素グループは培地の必須成分である医薬グレードのアミノ酸のサプライ

ヤーであり、非動物由来の、精製された成分のみで構成された培地を供給することができます。

また、アミノ酸の栄養・代謝研究の蓄積により、最適な組成・配合の培地を効率的に開発する

ことができます。このように、強みとなる技術を活用し、高い性能と安全性を兼ね備えた培地を

提供しています。

　日本の再生医療用培地市場は、iPS細胞やES細胞に加え、先行して研究開発が進む間

葉系幹細胞などを使用した再生医療が臨床研究段階を迎える2020年以降、年平均21%で

成長し、2030年に969億円、2040年には2,000億円を超える規模に成長するものと予測され

ており、今後、ニーズが急激に高まることが見込まれます（出典： 「再生医療の周辺産業に関

する調査」、2013年、経済産業省）。

　また、世界における再生医療の材料（培地・試薬・器具など）の市場規模は2030年に1兆円

になると予測されます（出典 ： 2013年シードプランニング社資料）。

　味の素グループは、今後も再生医療用培地事業を強化し、培地の販売を通じて再生医療

の実現や新しい医薬品の開発に寄与します。そして、この事業を通じて、世界中の再生医療を

必要とする方々のQOL向上に貢献していきます。

■ 味の素グループの強み

■ 今後の展望

 C o l u m n

　2018年6月、味の素（株）は、再生医療用培地受託製造のリーディングカンパニーである

コージンバイオ（株）と日本初となる再生医療における臨床用培地の受託製造会社、味の素

コージンバイオ（株）を設立しました。当社の培地の原料・組成に関する技術とコージンバイオ

（株）の顧客企業のニーズに対応した高品質な培地の開発・製造技術、双方の強みを活か

してシナジーを創出し、臨床用培地における日本トップの受託製造会社を目指します。

再生医療用培地受託製造事業に参入
～コージンバイオ（株）と合弁会社設立～

プレスリリース
https://www.ajinomoto.com/jp/presscenter/press/
detail/2018_05_22.html

参照

■ 味の素コージンバイオ（株）のビジネススキーム

出資（51%）
<新会社>

製造委託 製造委託

製造委託

製品 製品

製品

出資（49%）

培地の製造に関する技術

■ 日本の再生医療用
  培地市場※1予測

（億円）

出典 ： 「再生医療の周辺産業に関する調査」
経済産業省（2013年）
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※1 血清・試薬を含む消耗品市場

コージン
バイオ（株）

味の素（株） 培地の原料・組成に関する技術 味の素コージン
バイオ（株）

他社
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アミノ酸による予防医療、「アミノインデックス技術」

　味の素（株）の研究開発はアミノ酸をコアとして、多試料を迅速に測定することができるア

ミノ酸分析の技術開発を行うとともに、医薬用・食品用などの製品の安全性を評価する生理

機能研究を行ってきました。これらの基盤研究の中で、当社は、健康な方では恒常性を保って

いる血液中のアミノ酸濃度バランスが、病気の方では変化することに着目し、血液中のアミノ

酸濃度バランスの変化を統計的に解析することにより、健康状態や病気の可能性を評価する

「アミノインデックス技術」を開発しました。これには、高感度かつ短時間でアミノ酸を分析する

技術と、血液中のアミノ酸濃度バランスの違いを統計的に解析・指標化する技術という当社

ならではの2つの技術が活用されています。

　がん患者の数は増加の一途をたどっており、がん対策は大きな課題となっています。がん検

診による早期発見が治療のカギとなりますが、日本においては、がん検診受診率は依然として

低く、がん検診に対する意識を向上させることが重要です。

　この課題に対し、味の素（株）は「アミノインデックス技術」を応用し、1回の採血（5ml程度）

で男性では、胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、前立腺がんの5種、女性では、胃がん、肺が

ん、大腸がん、膵臓がん、乳がん、子宮がん・卵巣がんの6種について、現在がんである可能性

を一度に評価するAICS®を開発、事業化しました。早期のがんを見つけるには、効率よくリスク

の高い人を抽出する検査が必要です。AICS®は、従来のがん検査とは違うアプローチの検査

であり、AICS®と従来のがん検査を併用することにより、がんを見つけ出せる可能性が高くなる

と考えられます。

■ 「アミノインデックス技術」の開発

■ アミノインデックス®がんリスクスクリーニング（AICS®）

■ 健康状態が変わると血液中のアミノ酸濃度バランスが変化

出典 ： Miyagi Y, et al ： PLoSOne 6（9） ： e24143（2011）を改変

健康人 胃がん

19種類のアミノ酸について、血液中の濃度バラン
スを測定。
胃がん患者（上図青いライン）の血液中のアミノ酸
濃度バランスを健康人（上図黒いライン）と比較す
ると、明らかに違いが見られる。

健康状態が変化
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　日本は過剰栄養と不足栄養が同時に存在する栄養不良の二重負荷という問題に直面し

ています。過剰栄養は運動不足を伴うことにより、肥満や糖尿病をはじめとする生活習慣病の

リスクを増大させます。その一方、欧米型の食習慣に変化したことにより、日本人のたんぱく質

と脂質の摂取量は増加しましたが、近年は高齢者の食べる機能の低下により栄養が不足し

たり、間違った知識に基づくダイエットなどにより、たんぱく質の摂取量が減少しています。生活

習慣病の予防には、早期にリスクに気付き、発症する前に生活習慣を改善し、病気を予防す

ることが重要です。

　この課題に対し、味の素（株）は「アミノインデックス技術」を応用し、4年以内の糖尿病発

症リスクと血液中の必須・準必須アミノ酸の濃度の低さを評価するA
エーアイエルエス

I L S®を開発しました。

2017年11月より、日本全国でAICS®にA
エーアイエルエス

ILS®を追加したAIRS®（アミノインデックス®リスクス

クリーニング）を提供しており、AIRS®は一度の採血で現在がんである可能性と将来の糖尿病

発症リスクを同時に評価することができます。

■ アミノインデックス®生活習慣病リスクスクリーニング（A
エーアイエルエス

ILS®）

※1 「ME-BYO（未病）」とは、健康と病気の間を連続的に変化し
ている状態を指す概念で、「ME-BYO BRAND」は未病を見
える化し、改善につなげることのできる製品・サービスのうち、
特に優れたものを神奈川県が認定するもの。

　現在と将来の様々な疾患リスクを一度に評価する「アミノインデックス技術」は、未病の段

階から体の状態を知ることができ、「未病の見える化」への貢献も期待されています。2018年5

月には、神奈川県の「ME-BYO BRAND（未病ブランド）」※1に継続認定されました。また、5ml

程度の採血により、一度に複数のリスクを評価するAIRS®は、がん検診に対する意識の向上

のみならず、糖尿病予防のための生活習慣改善といった受診者の行動変容につながること

が期待されます。

　味の素（株）は、今後も「アミノインデックス技術」を応用し、皆さんが注目するがんや生活習

慣病を含めた様々な病気の予防や早期発見につながる検査の研究開発を進め、評価項目

拡大を目指し、人々の快適な生活や健やかな未来の実現、健康寿命の延伸に貢献していきま

す。

■ 健康な生活への貢献

アミノインデックス®商品情報
https://www.ajinomoto.co.jp/products/aminoindex.
html

参照

アミノインデックス®

がん
リスクスクリーニング（AICS®）

現在がんである可能性を
評価

4年以内の糖尿病発症リスクを
評価

現在のアミノ酸不足を
評価

AICS（胃）、AICS（肺）、AICS（大腸）、
AICS（膵臓）、AICS（前立腺）、AICS（乳腺）、

AICS（子宮・卵巣）
AILS（糖尿病リスク） AILS（アミノ酸レベル）

アミノインデックス®

生活習慣病
リスクスクリーニング（A

エーアイエルエス

ILS®）

■ アミノインデックス®リスクスクリーニング（AIRS®）の特長

血液中のアミノ酸濃度バランスから様々な疾患リスクを一度に検査

アミノインデックス®リスクスクリーニング（AIRS®）
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