
持続可能な農業に貢献する「バイオサイクル」

アミノ酸生産の主な原料であるサトウキビ（左）、トウモロコシ（右
上）、キャッサバ（右下）

※1 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。　
※2 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。

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

食資源と生物多様性

　味の素グループは、製品に使用するアミノ酸を、それぞれの地域で入手しやすい農作物を主

な原料として発酵法で生産し、アミノ酸を取り出した後に残る栄養豊富な副生物（コプロ）を肥

料や飼料としてほぼ100％活用しています。こうした地域の農業を豊かにしながら、持続的に農

作物を調達する資源循環型アミノ酸発酵生産方法（バイオサイクル）を、食資源の安定的な

確保の実現および持続可能な農業への貢献方法のひとつとして、世界各地の発酵工場で

導入しています。

食資源と生物多様性

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）

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

製品

「味の素®」

50万t

バイオサイクル
地域と共に、いつまでもつくり続けられる仕組み

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

製糖工場

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 ®｣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。 
サトウキビ栽培および製糖産業に関わる数値は世界の標準的な値を用い、｢味の素 ®｣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。

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製品をお届けするために「発酵法」で生産しています。

2,500万トン必要 2億トン必要
＝日本の年間平均生産量の833年分※1 ＝世界の年間平均生産量の1.6年分※2

発酵法によりサトウキビやキャッサバなどから

1年間に生産する「味の素®」50万トンとすると…

もし、アミノ酸をつくるのに発酵法を使わなかったら…
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葉から栄養を吸収する葉面散布剤「AJIFOL®」

　高濃度アミノ酸とミネラルをバランス良く配合した葉面散布剤で、

葉面から少量で効果的に栄養を与えることができます。1989年に

ブラジルで発売して以降、世界７カ国で生産しています。

■ 世界7カ国で生産される 「AJIFOL®」

ブラジル ペルー インドネシア タイ ベトナム 米国 日本

　植物は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

ら生長に必要なタンパク質をつくります。光合成が十分にできない曇天や低温でも、

肥料としてアミノ酸を与えることで植物の生長を促進することができます。

　味の素グループでは40年以上前から、アミノ酸発酵生産後に発生する栄養豊富

なコプロを有機質肥料として有効利用してきました。コプロを原料に、植物に必要な

リン酸、カリウムなどをバランス良く配合して、より高付加価値な肥料を開発していま

す。実験や研究の蓄積により、アミノ酸を活用した肥料に、根張りを良くしたり、生長

を促進したり、収穫量を増加させたりする効果があることが明らかになりつつあります。

根の張りを良くする「ROOTMATE®」「アミハート®」

　植物の発根促進効果を持つ核酸を豊富に含んでいる肥料で、

日照不足や高温ストレスを予防し、作物の生育を促進します。

慣行 「アミハート®」使用
対照（化成肥料） 対照0.1%「アミハート®」 0.04%「アミハート®」

トマトでの効果

　根が伸びることで、植物の生長

に必要な水や、窒素・リン・カリウ

ム、微量栄養素などを効率良く取

り込むことができます。

大きな実が
できています

葉面散布

直接吸収

肥料ロスの回避

使用前 2カ月間使用後

イチゴの高設栽培。根の傷みが原因と思われる生育障害が発生しました。葉の色が薄くなり、
樹勢も悪く、花の数も少量でした。葉面からのアミノ酸補給で樹勢が回復しました。

樹勢が
回復しました

葉面散布剤 

「AJIFOL®」の効果

　❶ 収量が上がる

　❷ 病気に強くなる

　❸ 果実の糖度

       （Brix値）が上がる

微量栄養素を少量で効率良く吸収

アミノ酸発酵生産から生まれた「高付加価値肥料」

曇り

味の素グループ サステナビリティデータブック 2018 環境 63



 C o l u m n

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

食資源と生物多様性

■ ブラジル
　ブラジルのコーヒー収穫量は世界トップレベル。主に中部、東

部、南西部で生産されています。味の素AGF（株）は、東部セラー

ド地区の農園で2016年9月よりブラジル味の素社（ABR）の肥

料「AJIFOL ®」を使用したコーヒー豆の生産性や品質向上効

果の検証を開始し、農園が長年の経験に基づき使用している

既存肥料と同等の効果を確認しています。テストは2年以上を要

し、引き続き検証が必要ですが、生産者との関係強化を進め、  

味の素AGF（株）のコーヒー製品の価値向上につなげていきたいと

考えています。

　味の素AGF（株）では、いつまでもコーヒーをお届けできるよう、供給不足の懸念のあるコーヒー

豆の原産地とのパイプを太くし、安定調達できる仕組みづくりを始めました。

　主に、コーヒー農園に対する、各海外グループ会社が生産する「AJIFOL®」などの高付加価値

肥料を使った効果検証の委託と農業資材の提供により、生産者との関係強化を図っています。

味の素AGF（株）の取り組み
持続可能なコーヒー豆の調達を目指して

ブラジルのコーヒー農園にて

国内外グループ会社連携によるコーヒー豆でのバイオサイクルの構築
グループ会社

生豆 味の素AGF（株）のコーヒー製品アミノ酸の発酵母液を活用した
高付加価値肥料の提案

■ ベトナム
　ベトナムでは、2017年5～9月にクロンナン、エアレオ地区の10

農家にコーヒーの苗木25万本と、ベトナム味の素社の肥料を配布

し、効果検証を開始しました。また、それぞれの地区の公民館にて、

地域の農民3,000人以上を集め、水やりの方法、日陰樹※1の植え

方など技術指導を実施しました。

技術指導の様子と参加者

■ インドネシア
　インドネシアでは、 2017年9月以降、パガーアラム地区の農家を

中心に、「AJIFOL®」のテスト散布のほか、農業資材の提供を実施

しています。これまでに、除草機、ビニールテント、害虫トラップ、長袖

のＴシャツ、長靴、軍手などの物品を配布しました。

配布物品の一部

※1 コーヒーの木を直射日光から守るため、日陰をつくる役割で植えられる樹木
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現在 一部導入 目指す姿

糖

従来の発酵菌
バージョンアップ

発酵菌

非可食
バイオマス

バイオマス糖化技術

自然資本評価の取り組み

　味の素グループは、持続的成長を実現する上で事業活動が自然資本に及ぼす影響を評

価することが極めて重要と考えています。このたび、アミノ酸発酵生産を事例に、現行製法と

非可食原料を利用した場合とで自然資本インパクトを比較しました。

　具体的にはタイで生産する「味の素®」の原料から製品の生産までを評価対象とし、現在の

主原料であるキャッサバを発酵の糖源とした場合と、非可食バイオマスを利用する場合の2つ

のシナリオで自然資本評価を金銭価値にして比較しました。

　その結果、非可食原料を利用した場合、少なくとも数百万米ドルの社会的コストを削減でき、

自然資本への負の影響を低減する優位性があることがわかりました。

40

60

80

100
（%）

2013

64
79

93

38

62 62

2017 2019（年度）
目標

原料・エネルギー削減技術
バイオマス利用

■ 低資源利用発酵技術の工場
  導入率

　アミノ酸の発酵生産に用いる農作物は、貴重な食資源であるとともに、バイオ燃料や工業

用素材としても需要が高まっています。アミノ酸のリーディングカンパニ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。

　味の素グループは、長年にわたり、独自の先端バイオ・ファイン技術を活用して少ない原料

で効率よく発酵生産する技術や低資源利用発酵技術の開発を精力的に進めてきました。

　低資源利用発酵技術には、発酵の生産効率を上げる「原料・エネルギーを削減する技術」

と、エネルギー源としてそれぞれの地域の未利用資源だったもみ殻やウッドチップなどを使用

する「バイオマスの利用」があります。これらの技術開発は、食資源の確保および原料や生産

時に使用する水、CO2の抑制につながります。また、将来的には食資源と競合しない、バガス

（サトウキビの搾りかす）やとうもろこしの葉茎といった非可食バイオマスなどの原料を利用す

る技術の活用を目指しています。

　これらの技術のさらなる高度化に向け、味の素グループは、最先端の技術を持つ国内外の

ベンチャー企業や大学、研究機関との連携により、研究開発を加速させています。

資源を余すことなく活かしきる「低資源利用発酵技術」

※1 電気と蒸気を同時に発生させる熱電併給システム

　アミノ酸を生産している「低資源利用発酵技術」導入対象工場の約8割が、「原料・エネル

ギー削減技術」を2017年度までに導入しました。今後は2019年度までに約9割の対象工場へ

の技術導入を完了させ、同時に新技術開発と導入を進めます。また、一部の工場においては、

2021年頃を目途に副原料であるアンモニアの自社工場内での生産の実用化を目指します。

　一方、「バイオマス利用」は、2017年度に約6割となりました。引き続き、コジェネレーション化※1

や導入工場数の拡大を図ります。

■ 「低資源利用発酵技術」のロードマップ
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生態系・生物多様性の保全

■ 生物多様性に関する考え方

■ 水産資源に対する取り組み

　味の素グループは、生態系・生物多様性に関する考え方を「環境に関するグループポリシー」

「環境長期ビジョン」で表明しており、これらに基づきグループ全体で目標達成に向け活動し

ています。

　味の素（株）では、主力製品である風味調味料「ほんだし®」の原料としてカツオを利用する

立場から、資源の保全と持続可能な利用のために果たすべき役割があると考え、2009年より

日本の国立研究開発法人水産研究・教育機構 国際水産資源研究所と共同でカツオの標

識放流調査に取り組んでいます。

　近年、日本の近海・沿岸でのカツオ不漁が顕著になり、国内カツオ漁業が苦境に立たされて

いることから、日本の食文化を支える国内カツオ漁業と地域の持続的な発展に貢献することを

も目的とし、調査活動で得られたカツオの生態に関する知見を、国内のカツオ漁業関係者に

積極的に共有しています。

　2016年度より台湾の水産試験所との共同調査も開始し、調査範囲が黒潮の上流に広が

りました。さらに、2018年４月より本調査の母体をコンソーシアム化しています。今後、より多くの

カツオ漁業関係者の参加を促すとともに、カツオの生態解明を進め、より正確な資源管理や

国際資源管理ルールの構築を目指します。

環境に関するグループポリシー
参照

カツオ近海生態調査カツオ国際資源調査

国立研究開発法人
水産研究・教育機構
国際水産資源
研究所

台湾共同調査

台湾水産
試験所 OFDC※3

※2

※1 国立研究開発法人 科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業において、北海道大学、東京大学、京都大学、東京海洋大学が参画して編成された研究チーム

※2 台湾行政院農業委員会水産試験所

※3 Overseas Fisheries Development Council

CREST※1

 

調査プラットフォームの提供
資金・資材の提供

調査・広報活動への従業員派遣

調査の設計
調査解析評価

調査・広報活動の実施

カツオ標識放流共同調査体制

東京海洋大学

国際連携

“オールジャパン”連携

味の素グループ環境長期ビジョン
環境 P56参照
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 C o l u m n

■ 標識放流調査の成果
　従来、カツオは黒潮に乗って北上回遊すると思われていました

が、この調査の結果、現在では回遊ルートは亜熱帯域から日本近

海にかけて４つあると推定されています（図１）。また、10日間の鉛直

遊泳行動を分析したところ、カツオが昼は深く、夜は浅い深度に生

息していることなどが判明しました（図２）。

■ 最新型超音波標識（ピンガー）を用いた調査の開始
　2015年より、資源調査にカツオの遊泳データを超音波で送信す

る最新のピンガーを東京海洋大学海洋環境学部門の協力を得て

導入しています。2016年には、漁船搭載型受信機システムを開発

し、与那国島沖において外洋環境での実証実験に成功しました。

　得られたデータから、カツオが海域内での滞留の後に離脱し移動

していく様子や、海域内の漁礁間を移動する様子の詳細を捉えるこ

とができ、また、現地の漁業者と東京の研究者が同時にデータを共

有して魚の行動を観測することもできます。

　ピンガー受信機ネットワークをさらに広域に展開すれば、カツオをは

じめとする高度回遊魚の広域にわたる回遊行動の解明が大きく進

展すると考えられます。現在、宮古島海域や高知沖海域への受信

機ネットワーク展開を目指して、各地の関係者と検討を進めています。

　国際資源管理ルールを構築するためには、カツオの生態などの科学的な知見が必要です。しかしながら、カツオは、その生態や日本への回遊

経路など、いまだに不明な点が多い魚です。そこで、黒潮本流沿いの南西諸島地域から西日本太平洋沿岸へのカツオ回遊経路を確認するた

め、2009年から約10,000尾のカツオの通常標識放流調査を開始し、さらに2011年からは、世界最先端の記録型電子標識（アーカイバルタ

グ）を用いた調査も開始しました。

「カツオ標識放流共同調査」の概要と成果

カツオを釣り上げる。 「通常標識」カツオを放流した時刻、場所、体
長などがわかる固有番号が付けられている。

「記録型電子標識」1年間にわたり遊泳中のカ
ツオの日々の位置、30秒ごとの水深、水温、カ
ツオの体温を記録できる。

（図2）

標識を付けたカツオを放流。次に釣り上げられ
たときに標識を回収し、カツオの回遊ルートや
データを解析する。

ピンガーと受信機
受信機から500m範囲内にいる標識魚の
情報を取得でき、受信したデータはほぼリア
ルタイムで見ることができます。

ピンガー受信機（表層浮魚礁設置型、漁船設置型）のイメージ

（図1）

カツオの北上ルート（推定）

黒潮 黒潮ルート

九州・紀州沖ルート

伊豆・小笠原ルート 東沖ルート
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■ 農林資源に対する取り組み

■ 持続的土地利用・地域生態系に対する取り組み

　味の素グループは、環境長期ビジョンにおいて、2020年度までに100%持続可能なパー

ム油および持続可能な紙（FSC®認証紙および古紙利用100％の再生紙ならびに味の素グ

ループが環境に配慮していると認めた紙）の調達の実現を目指しています。

　詳しい取り組みについては、「公正な事業慣行」のページをご参照ください。

　企業が保有する事業所の敷地も地域の自然環境の一部で、特に緑地などは地域生態系

にとって重要な役割を果たします。

　三重県四日市市の日本有数のコンビナート地域にある味の素（株）東海事業所には、約

5,000㎡の池と周囲を囲む樹林があります。2002年に、池と樹林を中心とする約12,700㎡を

生物多様性保護地域「味の素バードサンクチュアリ in 四日市」としました。

　現在は、国の準絶滅危惧種、県の絶滅危惧II類に指定されているチュウサギを含む6種類

のサギをはじめ、貴重なオオタカや清浄な水域にしか生息しないカワセミなど、多くの野鳥や珍

しい昆虫が集まり、渡り鳥の中継地点にもなっています。

　四日市地域全体の生態系の復元・維持活動への発展を目指し、今後も生態系調査などの

活動を継続します。

原材料の持続可能な調達に向けた取り組み

カワセミ（左上）、チョウトンボ（右上）、カモ（左下）などの美しい姿が見られる。現在の池の様子（右下）。

参照 公正な事業慣行 P90-92
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https://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/pdf/2018/SDB2018_P87-96.pdf#page=4



