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動物栄養事業

Animal Nutrition
プロフィール

1960年以降、一般の飼料に不足しがちなアミノ酸を添加することで家畜
の生育を向上させる手法が確立されました。味の素グループは、1965年に
動物栄養事業に乗り出し、以来、
トップメーカーとして国際的な生産・供給体
制を構築してきました。貴重な天然たんぱく源の代替品としての利用や、土
壌窒素汚染による環境問題の対策・対応、アジアや中南米などでの畜肉消
費量の増加、飼料設計近代化を追い風とし、事業は拡大を続けてきました。
しかしながら、現在は事業のコモディティ化がみられており、スペシャリティ
（高付加価値商品）
事業への抜本的な転換を目指した事業構造改革に着手
しています。

アミノ酸発酵技術の圧倒的優位性
アミノ酸とともに歩んできた味の素グループは、アミノ酸製造に関して高い
発酵技術を誇り、世界のリーディングカンパニーの地位を堅持しています。発
酵に用いられる菌は日本のバイオ・ファイン研究所とロシアの味の素−ジェネ
チカ・リサーチ・インスティチュート社（AGRI）の絶え間ない開発により生み出
されます。開発された新菌は、生産統括センター（日本）
と各地域にあるRTC
（Regional Technology Center）
により順次各生産拠点に導入されますが、
新菌の発酵生産能力を最大限に発揮させる最適工業化技術も味の素グルー
プが長年培ってきた重要な技術です。新菌の導入により発酵成績を向上させ、
最少の投資で生産効率を追求し、大幅なコストダウンにつなげていきます。

世界最大のグローバル・ネットワーク
味の素グループの動物栄養事業は、世界6カ国に生産･販売拠点を持ち、高

Profile
Since 1960, amino acids have been added to animal feed as a means of
improving the growth of livestock. The Group launched its animal nutrition
business in 1965, and has since built an international production and supply
network as the world’s leading manufacturer of feed grade amino acids.
Driven by the use of amino acids as a replacement for valuable natural
protein sources, countermeasures and responses to environmental problems
caused by excrement-related nitrogen pollution in the soil, the increase in
meat consumption in Asia and Central and South America, and the
modernization of animal feed formulation planning, the business has
continued to grow. The Group has started structural reforms for a
fundamental conversion from a commodity business into a specialty (highvalue-added product) business.
Decisive Advantages in Amino Acid Fermentation Technology
Having grown along with developments in amino acids, the Group’s superior
fermentation technology maintains its position as the world leader in this field.
Microorganisms used in fermentation are developed through the continuing
efforts of the Research Institute for Bioscience Products & Fine Chemicals in
Japan and ZAO “AJINOMOTO-GENETIKA Research Institute” (AGRI) in Russia.
Newly developed strains are successively introduced to each production base
by the Production & Technology Administration Center in Japan and the
Regional Technology Center in each area. The optimal industrial methods for
maximizing production capacity using these new strains are core technologies
developed over many years by the Group. Introduction of these new strains
improves fermentation, and will lead to substantial cost reductions and higher
productivity with minimal investment.

品質な飼料用アミノ酸の安定供給と地域に密着したカスタマーサービスを行
う世 界 最 大 の グ ロ ー バ ル・ネットワ ーク『 A J I N O M O T O A N I M A L

NUTRITION GROUP 』として展開しています。各拠点では、地域戦略の策
定、テクニカルサービスを通じた市場開拓や高品質な製品の安定供給などを
行い、日本ではグローバル・マーケティング、中・長期的視点での設備投資計画
の策定や新製品開発などを行っています。

動物栄養事業専業の子会社設立
味の素
（株）
は、動物栄養事業におけるダイナミックなグローバル事業環
境の変化に対応するため、専業化を軸に2011年9月、日本に事業統括会社

The World’s Largest Global Network

The world’s largest global network in the animal nutrition business, with
production and sales bases in six countries, the AJINOMOTO ANIMAL
NUTRITION GROUP provides a stable supply of high-quality feed-use amino
acids and customer service tailored to each region. At local bases, the Group
develops markets through regional strategies and technical services (TS), and
stably provides high-quality products. In Japan, the Group conducts global
marketing, as well as capital investment planning and new product
development from a medium- to long-term viewpoint.

である味の素アニマル・ニュートリション・グループ（株）
（ AANG 社）
を設
立、同年11月、吸収分割により当該事業を移管し、同時に、味の素ユーロリ
ジン社（フランス）
および味の素ハートランド社（米国）
を100%AANG 社
資本傘下としました。2013 年 4 月には、アジア・パシフィック地域における
地域統括・販売会社として、味の素アニマル・ニュートリション・シンガポー
ル社を設立しました。これら再編によりグローバル事業環境の変化に機敏
に対応する体制を確立し、お客様の事業拡大とともに成長すべく市場密着
型の販売・テクニカル支援を通じた市場開拓と事業の拡大を積極的に進め
ていきます。

Copyright © 2017 Ajinomoto Co., Inc. All rights reserved.

Establishment of Animal Nutrition Subsidiary

In September 2011, Ajinomoto Co., Inc. established the management company
Ajinomoto Animal Nutrition Group, Inc. (AANG) in Japan as the core of a full-time
focus on the animal nutrition business to deal with the dynamic changes in the
global business environment. In November 2011, Ajinomoto Co. transferred its
animal nutrition business through an absorption-type demerger to AANG, which at
the same time became the parent company of AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S. in
France and Ajinomoto Heartland, Inc. in the United States. In April 2013, Ajinomoto
Co. established Ajinomoto Animal Nutrition Singapore Pte. Ltd. as a management
and sales company for the Asia-Pacific region. As it establishes a structure for
prompt response to changes in the global business environment through this
reorganization, Ajinomoto Co. will aggressively promote market development and
business expansion in tandem with the business expansion of its customers
through technical support and sales tailored to each market.
Note: In this document, the Ajinomoto Group is referred to as “the Group.”
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飼料用アミノ酸基礎知識 I

Basic Background on Feed-Use Amino Acids I
飼料用アミノ酸とは

アミノ酸を添加した飼料から畜産製品までの流れ

What are Feed-Use Amino Acids?

From Feed with Added Amino Acids to Meat Products

動物のからだを構成するたんぱく質は、
20種類のアミノ酸でできていますが、そ
のうち数種のアミノ酸は、動物体内では必要要求量が合成されないことから、配

飼料用アミノ酸は、大豆粕、トウモロコシ、小麦などの天然飼料原料に、
ビタミンなどとともに添加されて配合飼料になります。

合飼料で補わなければなりません。これらのアミノ酸は必須または不可欠アミノ
酸と呼ばれており、動物の種と成長段階によっておよそ10種類の異なる必須アミ
ノ酸があります。飼料にアミノ酸を添加することにより、飼料原料コストの削減、

To formulate feed, feed-use amino acids are added with vitamins and other
substances to soybean meal, corn, wheat and other natural feed ingredients.

飼料効率の改善、成長促進を図ることができます。飼料用アミノ酸の代表的なも
飼料原料（大豆粕・トウモロコシ・小麦ほか）
Natural Feed Ingredients
(Soybean meal, corn, wheat and others)

のとして、
リジン、
メチオニン、
スレオニン、
トリプトファン、バリンなどがあります。
味の素グループでは、
リジン、スレオニン、
トリプトファン、バリンを生産してい
ます。

アミノ酸
Amino Acids

ビタミンなど
Vitamins, etc.

飼料会社
Feed Company

Proteins, indispensable compounds for all animals, consist of 20 different
amino acids. Some essential amino acids have to be taken from feedstuffs
because animals’ bodies cannot synthesize sufficient amounts. There are
around ten different essential amino acids, depending on the species and
growth stage of animals. Adding amino acids to feed reduces feed costs,
improves feed efficiency, and enhances animal growth. Lysine, Methionine,
Threonine, Tryptophan and Valine are commonly used in feeds, since these
essential amino acids tend to be deficient in natural feedstuffs.
The Group produces feed-grade Lysine, Threonine, Tryptophan and Valine.

畜産農家
Livestock Farmer
食肉加工業者・食品メーカー
Meat Processor/Foodstuff Manufacturer
小売店・消費者
Retail Outlet/Consumer

家畜に必要なアミノ酸

Essential Amino Acids for Livestock
天然飼料原料中のリジン含有量

豚 Swine

第 1 制限アミノ酸 リジン

主要な飼料原料のうち、
リジンを比較的豊富に含む大豆粕
（2.7〜2.9%）

第 3 制限アミノ酸
鶏 Poultry 第 1 制限アミノ酸

に比べて、
トウモロコシ
（0.22%）
、小麦
（0.3%）
などはリジンを少量しか含ん

第 2 制限アミノ酸
第 3 制限アミノ酸

でいません。
リジンの不足する飼料にリジンを添加することで、
アミノ酸バランスが改善さ
れ、
その結果飼料効率が高まるのに加え、
窒素排泄量を減らすことができます。

First limiting amino acid: Lysine
Second limiting amino acid: Threonine
トリプトファン Third limiting amino acid: Tryptophan
メチオニン
First limiting amino acid: Methionine
リジン
Second limiting amino acid: Lysine
スレオニン
Third limiting amino acid: Threonine

第 2 制限アミノ酸 スレオニン

Lysine Content in Natural Feed Ingredients

大豆粕

トウモロコシ

小麦

Soybean Meal

Corn

Wheat

リジン

Lysine
バリン

With the exception of comparatively lysine-rich soybean meal (2.7-2.9
percent), natural feed ingredients such as corn (0.22 percent) and wheat (0.3
percent) contain little lysine.
Adding Lysine to feed deficient in lysine improves the balance of amino
acids, which improves feed efficiency and reduces nitrogen excretion.
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グラフ中の数字は、豚 15 〜 50kg の理想たんぱくに比べたときのアミノ酸の百分率

Figures in graphs are percentages of amino acids when compared with ideal protein for 15-50kg swine.

桶の理論
右の桶の模型の図は、たんぱく価を表しています。桶を形づくる個々の桶板はアミノ酸の充足度を示

排泄

します。桶1は、小麦のアミノ酸バランスを表しています。桶2のように次に不足するスレオニンのレベル

Waste

Barrel Theory
Barrel 1

桶2
Barrel 2

桶3
Barrel 3

ACB

ACB

ACB

桶1

までリジンを添加することにより、飼料中のたんぱく価はそのレベルまで増やすことができます。また桶

3のように、次に不足しているアミノ酸（トリプトファン）のレベルまでリジンとスレオニンを添加すること

The barrels at the right are a model for protein values. Each individual stave represents the degree of
sufficiency for a particular amino acid. Barrel 1 shows the amino acid pattern of wheat. In Barrel 2, adding
supplemental Lysine to the same level as that of threonine (the second limiting amino acid) raises the total
protein value to the level where lysine and threonine become co-limiting. Barrel 3 shows Lysine and
Threonine added to the level of the third limiting amino acid (tryptophan), demonstrating how amino acid
supplementation improves the nutritional value. By adding Lysine and Threonine, the protein value of wheat
can be improved by 25-50 percent.

Copyright © 2017 Ajinomoto Co., Inc. All rights reserved.

Nutrients

より、25〜50%改善します。

栄養

により、栄養価はさらに改善されます。小麦のたんぱく質の栄養価はリジン、スレオニンの添加に

A : リジン Lysine B : スレオニン Threonine
C : トリプトファン Tryptophan

桶 2：リジンをスレオニンのレベルまで添加した場合
桶 3：リジン・スレオニンをトリプトファンのレベルまで
添加した場合

Barrel 2: Adding Lysine to the level of threonine
Barrel 3: Adding Lysine and Threonine to the level of tryptophan

Note: In this document, the Ajinomoto Group is referred to as “the Group.”
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飼料用アミノ酸基礎知識 II

Basic Background on Feed-Use Amino Acids II
穀物相場とリジン価格およびスレオニン価格との関係

リジン需要発生要因

Correlation between the Grain Market and Prices of Feed-Use Lysine and Threonine

Factors Creating Demand for Feed-Use Lysine

リジンは、天然飼料原料の中で、たんぱく源である大豆粕には多く含まれ、エネルギー源であるト
ウモロコシにはあまり含まれていません。例えば、大豆粕の価格がトウモロコシの価格に比べて割

大豆粕価格＞トウモロコシ価格＋リジン価格

Soybean meal price > Corn price + Lysine price

高になった場合、飼料メーカーは、
より多くのトウモロコシを使用することにより、飼料コストの削減
が可能となります。
しかしこの場合、動物のリジン要求量を満たすためにはリジンが添加されなく
てはなりません。理論上、
リジンの上限価格は、大豆粕から供給されるリジンのコストとの比較で
算出可能です。この上限価格をシャドープライス
（またはオポチュニティプライス）
と言います。理

大豆粕 →トウモロコシ＋リジン
∴飼料コストの削減
Soybean meal → Corn + Lysine
∴ Lower feed cost

論上、
リジンの価格がシャドープライスに達するまではリジンは一定の率で添加されますが、
シャドープライスを超えると、飼料のコスト上昇を引き起こすことから、
リジンの添加率が制限さ
れます。シャドープライスは、飼料の種類、動物の種と成長段階により異なります。このシャドープ
ライスは、たんぱく源である大豆粕とエネルギー源であるトウモロコシの価格差が大きいほど、高
くなります。この価格差をスプレッドと言います。欧州では、エネルギー源として北米のトウモロコ
シの代わりに小麦が使われますが、大豆粕／トウモロコシスプレッドと同様、大豆粕と小麦の価格

スプレッド（大豆粕とトウモロコシの価格差）と
リジン・スレオニン価格との関係

Correlation between the Spread (Difference
between Soybean Meal and Corn Prices) and
Lysine/Threonine Prices

差
（大豆粕／小麦スプレッド）
がリジンのシャドープライスを決定します。
スレオニンも同様に、スプレッドの影響を受けます。また、一般的にスレオニンはリジンの次の
制限アミノ酸となるため、そのシャドープライスはスプレッドのみならずリジン価格にも影響され
ます。リジン価格が安いときはスレオニンのシャドープライスは上がり、
リジン価格が上昇すると
それは下がります。

A feed that is mainly composed of corn and soybean meal helps illustrate the correlation
between the grain market and the prices of Lysine and Threonine. Soybean meal, used as a
protein source, is relatively rich in lysine, while corn, a primary energy source, contains much less.
For example, if the price of soybean meal is high and the price of corn is low, feed manufacturers
prefer to use more corn to save on feed costs. In this case, however, feed must be supplemented
with Lysine so that animals’ requirements for this amino acid are met. The theoretical maximum
price for Lysine can be determined through comparison with the cost of lysine supplied with
soybean meal. This maximum price is called the shadow price (or the opportunity price).
Theoretically, the Lysine inclusion rate in the feed would not differ until the price reaches the
shadow price. However, when the price of Lysine exceeds the shadow price, its inclusion rate will
be reduced in order not to increase feed cost. The shadow price varies according to the type of
feed and the species and growth stage of the animal. The larger the difference (the “spread”)
between the price of soybean meal and corn, the higher the shadow price becomes. In Europe,
where wheat is used as a primary energy source instead of corn, which is commonly used in the
U.S.A., the spread between the prices of soybean meal and wheat takes the place of the soybean
meal/corn spread in determining the shadow price of Lysine.
Also, since threonine is generally the second limiting amino acid after lysine, the shadow price
of Threonine is affected not only by the spread but also by the price of Lysine. The shadow price of
Threonine rises when the price of Lysine is low, and vice versa.

スプレッド拡大

Expansion of spread
シャドープライス上昇

Increase of shadow price
価格上昇余地拡大

Greater room for price increase

スレオニンとリジンの関係

Correlation between Threonine and Lysine
スレオニン価格がスレオニンのシャドープライスより相対
的に低い場合

When the price of Threonine is relatively low compared
to its shadow price
大豆粕 →トウモロコシ＋リジン＋スレオニン
∴飼料コストの削減
Soybean meal → Corn + Lysine + Threonine
∴ Lower feed cost

新たなリジン需要の創出

Creation of new demand for Lysine
リジン価格がリジンのシャドープライスより相対的に低い
場合

When the price of Lysine is relatively low compared
to its shadow price
スレオニンのシャドープライス上昇

Increase of Threonine shadow price
スレオニン価格上昇余地拡大

Greater room for Threonine price increase

Copyright © 2017 Ajinomoto Co., Inc. All rights reserved.
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飼料用アミノ酸基礎知識 III

Basic Background on Feed-Use Amino Acids III
飼料用アミノ酸の貢献：天然のたんぱく質の節約と耕地の有効利用
飼料用アミノ酸は天然のたんぱく質の節約作用と耕地の有効利用にも役
立っています。一般に、飼料中の大豆粕は以下の計算式により、トウモロコシ
およびリジンと置き換えられます。

50kgの大豆粕 ＝ 48.5kgのトウモロコシ ＋

1 . 5kg のリジン

これは、1トンのリジンが使われることにより、約33トンの大豆粕が節約で
きることを意味しています。世界で使われているリジンは、飼料生産の増加
と、
リジンの使用が進んでいるため毎年増加傾向にあります。例えば、120
万トンのリジンが使われた場合は、およそ4,000万トンの大豆粕が、3,880
万トンのトウモロコシと、
リジンに置き換えられたということを意味します。
これによって削減できる大豆粕の生産量を必要農地面積という面で見ると、
トウモロコシの単位面積当たりの収穫量は大豆に比べて格段に大きいた
め、大豆粕をトウモロコシとリジンに置き換えることにより、およそ1,400万
ヘクタールの削減効果を潜在的にもたらしています。言い換えれば、仮にこ
の世にリジンという製品がなかった場合、現在の食生活を維持するには、
こ
れだけの土地を新たに開墾して大豆畑をつくり出す必要があります。

飼料用アミノ酸の貢献：環境問題
畜産動物の飼料配合はコンピューターを用いた自動計算が主流ですが、
そのリニア・プログラミング
（LP）
方式により、入手可能な飼料原料を用いて
必須栄養素を満たす最低コストの配合が決められます。
『桶の理論』に基づ
いて、
リジンなどの制限アミノ酸を添加することで、飼料のアミノ酸バラン
スが改善され、効率良く利用されるようになります。このため従来必要とされ
ていた植物たんぱく源の飼料原料を、
この制限アミノ酸の添加により減らす
ことができます。これまで制限アミノ酸を添加せずに使用されていた植物た
んぱくでは、バランス良く利用されない、過剰なほかのアミノ酸などのたんぱ
く源があり、
この余剰のアミノ酸は家畜に利用されることなく、窒素化合物と
して排泄されます。この窒素化合物からアンモニアが生成され悪臭の原因と
なり、土壌や表層水、地下水の汚染につながります。この窒素による環境汚染
は、畜産業における大きな関心事です。
一方、
リジンを添加する場合、配合飼料のLC
（ライフサイクル）
-CO（原
2
料製造から生産、使用までの総CO2生産量）
を削減できる効果があります。
（試算として飼料1トンのLC-CO2はリジン1kg添加ごとに2.4kg削減され
ることになります※）
このように、制限アミノ酸を飼料に用いることで余分なほかのアミノ酸・
たんぱく質の摂取量を減らすことができ、その結果として環境への窒素あ
るいはLC-CO2の排出を低減するという環境問題の解決に貢献していると
言えます。
※LC-CO2は、現在の味の素グループのリジン製造の平均的数値と、大豆粕、
トウモロコシを
前提にした飼料での試算であり、必ずしもリジンに一般的に成立するものではありません。

Contributions of Feed-Use Amino Acids:
Natural Protein Conservation, Effective Use of Farmland

Feed-use amino acids contribute to the conservation of natural protein
sources and effective use of farmland. Generally, soybean meal in feed can be
partially replaced with corn and Lysine using the following formula:

50kg soybean meal = 48.5kg corn + 1.5kg Lysine
This means that using one metric ton of Lysine can save about 33 metric
tons of soybean meal. Worldwide use of feed-use Lysine has been increasing
every year along with expansion of feed production and progress of Lysine
use. For example, if 1.2 million metric tons of Lysine is used, this means
about 40 million metric tons of soybean meal can be replaced by 38.8 million
metric tons of corn and Lysine. Looking at the potential reduction of soybean
meal production in terms of the total area of farmland needed, since the per
hectare yield for corn is far greater than for soybeans, lowering the amount of
soybean meal used in feed would result in a potential reduction of
approximately 14 million hectares in the amount of land required. In other
words, this hectarage of land would have to be cultivated to secure the
quantity of soybeans required to produce feeds without Lysine.

Contributions of Feed-Use Amino Acids:
Solving Environmental Problems
Feed formulations are normally calculated by computer, using linear
programming to determine the lowest cost while meeting nutrient requirements
with available feed ingredients. Adding supplemental limiting amino acids such
as Lysine based on the barrel theory improves the amino acid balance and
efficiency of feeds. This reduces the amount of plant protein sources required.
Without the addition of limiting amino acids, it is difficult to achieve an ideal
dietary amino acid balance using only plant protein, which leads to an excess of
protein in the feed and the oversupply of unnecessary amino acids. These
excess amino acids are not utilized by the animals, and are excreted as
nitrogen compounds. The ammonia generated by the excreted nitrogen
compounds causes odors. In addition, excess excretion of nitrogen leads to soil
contamination and pollution of surface and groundwater. Environmental
pollution from this nitrogen is a big concern in livestock production.
On the other hand, the addition of Lysine is effective in reducing the LC
(life-cycle)-CO2 (total volume of CO2 produced from manufacture of raw
materials to production) of formulated feeds. (As an estimate, each kilogram of
added Lysine reduces LC-CO2 produced by 1 ton of feed by 2.4kg.*)
Using limiting amino acids in feed in this way reduces excess intake of
other amino acids and proteins. As a result, they contribute to resolving
the environmental issue of reducing excretion of nitrogen and LC-CO2 into
the environment.
* Estimated LC-CO2 is calculated using average figures from the Group’s current Lysine
production, with a soybean meal/corn diet, and it is not necessarily applicable to Lysine
in general.
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Basic Background on Feed-Use Amino Acids III

飼料用アミノ酸の市場規模

Feed-Use Amino Acids Market

リジンの市場規模は、2016 年度で約 230 万トン、スレオニンの市場規
模は、2016 年度で約 54 万トンと推定され、引き続き成長が見込まれます。
トリプトファンの市場は、2016 年度で約 3 万 3 千トンに達したものと見ら
れます。 2016 年度の味の素グループの市場シェアはリジンで 15% 前後、
スレオニンで 20% 前後、
トリプトファンで 20% 前後となっています。
千トン / Thousand MT

リジン

世界合計

スレオニン

世界合計

トリプトファン

世界合計

Lysine

World total

Threonine

FY2013

FY2014

FY2015

FY2016

2,100

2,300

2,200

2,300

400

445

480

540

CJ グループ、Evonik グループ、ADM 社、MeiHua 社、GBT グループ、その他

14

23

28

33

CJ Group, Evonik Group, Archer Daniels Midland Company, Meihua Holdings Group
Co., Ltd., Global Bio-chem Technology Group Company Limited, others

World total
World total

Tryptophan

Continued growth is forecast in the markets for Lysine and Threonine,
which were estimated at approximately 2.30 million metric tons and 540
thousand metric tons, respectively, in fiscal 2016. The Tryptophan market
reached approximately 33 thousand metric tons in fiscal 2016. The Group's
market share in fiscal 2016 was about 15 percent for Lysine, 20 percent for
Threonine and 20 percent for Tryptophan.
主な競合他社

Main Competitors

出所：味の素（株）推定 Ajinomoto Co., Inc. estimate

生産能力

Production Capacity
製品

法人（国名）

Product

Company (Country)

リジン

Lysine

AEL
AHI
ABR
ATL

（フランス／ France）
（米国／ U.S.A.）
（ブラジル／ Brazil）
（タイ／ Thailand）

合計／ Total
スレオニン

Threonine

AEL
AHI
ABR

（フランス／ France）
（米国／ U.S.A.）
（ブラジル／ Brazil）

合計／ Total
トリプトファン

Tryptophan
アジプロ-L

AjiPro®-L

トン / MT
2015 年度末
End of FY2015

2016 年度末
End of FY2016

99,000
101,000
142,000
60,000
402,000
41,000
41,000
22,000
104,000

99,000
101,000
142,000
60,000
402,000
41,000
41,000
22,000
104,000

AEL

（フランス／ France）

4,500

7,500

AHI

（米国／ U.S.A.）

6,500

6,500

AEL: AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S. AHI: Ajinomoto Heartland, Inc. ABR: Ajinomoto do Brasil Ind. e Com. de Alimentos Ltda. ATL: Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd.

今後の事業展開
飼料用アミノ酸市場は、今後も高い成長が見込まれています。味の素グ
ループはその子会社であるAANGを通じ、外的環境の変化に対応すべく、
機動的な意思決定と効率的な事業運営体制の構築を目指しています。ま
た、飼料用アミノ酸を基軸としつつ、動物栄養全般に事業視野を広げるこ
と、かつお客様視点に立脚して、
ソリューションを提供することで、お客様と
ともに持続的成長の実現を可能とする事業構造を目指します。コモディ
ティ事業であるリジンやスレオニンなどについては自社生産を大幅に削減
し、生産設備は下位制限アミノ酸やスペシャリティ製品を製造可能となるよ
う転換を図ります。
2017年8月に、アミノ酸関連製品の中国大手メーカーである梅花生物科
技集団股份有限公司と、飼料用リジンおよびスレオニンの製造委託につい
て合意し、契約を締結しました。今回の契約締結により、当社は動物栄養事
業の基盤である飼料用アミノ酸のグローバル供給体制の再構築を推進し
ます。
また、
リジンを製剤化した乳牛用リジン
「AjiPro®-L」
は、科学的知見に基
づいた効用が市場に高く評価され、需要が拡大しています。その旺盛な需
要に応えるべく、次世代品種の拡大を加速し、生産設備の増強と製品能力
のさらなる改良を行っていきます。そのほか、子豚用の
「AminoGut®（
」離
乳期の健康な成長を助ける製品）
をはじめ、複数のアミノ酸を混合して製剤
化した製品を展開し、お客様にとって価値ある製品やサービスのさらなる
開発を積極的に進め、社会と事業価値を持続的に共創していきます。

味の素ユーロリジン社

AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S.

ブラジル味の素社

Ajinomoto do Brasil Ind. e Com. de
Alimentos Ltda.

Future Business Development
The feed-use amino acids market is expected to continue growing strongly in the
future. Through AANG, a Group subsidiary, the Group is aiming for more flexible decision
making and efficient business operations to enable better responsiveness to changes in
the external environment. While feed-use amino acids will remain the cornerstone of the
business, the Group will branch out into the animal nutrition business in general and
provide solutions based on customer perspectives. In this way, the Group aims to create
a business structure that enables sustainable growth together with customers. The
Group will substantially reduce in-house production of commodities such as Lysine and
Threonine, and intends to convert its production facilities to enable the manufacture of
lower-level limiting amino acids and specialty products.
Ajinomoto Co. reached an accord with Meihua Holdings Group Co., Ltd., a major
Chinese manufacturer of amino acid-related products, to subcontract the manufacture of
feed-use lysine and feed-use threonine and entered into an agreement in August 2017.
With the execution of this agreement, Ajinomoto Co. will rebuild its global supply system
for feed-use amino acids, which are the foundation of its animal nutrition business.
In addition, demand is growing for AjiPro ®-L, a Lysine formulation for dairy cows
evaluated positively by the market for its scientifically substantiated effectiveness. To
meet this brisk demand, the Group will accelerate expansion of next-generation product
types, augment its production facilities and further improve product potency. The Group
is also rolling out products formulated using combinations of multiple amino acids and
aggressively promoting further development of products and services with value for
customers, such as AminoGut ® (a product that promotes healthy growth in weaned
swine), to continuously create business value together with society.
注：本文書中、商標は「 」で表記されています。
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化成品事業

Specialty Chemicals
プロフィール
味の素グループの化成品事業はグルタミン酸およびその副生産物の利
用研究から始まりました。化成品事業は、味の素グループ独自のアミノ
酸系新素材開発技術、配合評価技術を事業基盤として、素材から受託製
造までの事業に一貫して取り組むことで総合力を発揮できる強みを持つ
香粧品事業、電子材料や機能材料などから成るケミカル事業を 2 本柱と
して成長しています。

香粧品素材
■ 事業概要
アミノ酸系パーソナルケア素材のパイオニアとして、 安全で肌と環境
にやさしい をキーワードに、グルタミン酸由来の
「アミソフト ®」
、グリシン、
アラニン由来の
「アミライト ®」
をはじめとしたマイルド洗浄剤のほか、
「エ
ルデュウ®」
や PCA ソーダなどのエモリエント・湿潤剤、リジンを原料とす
る機能性粉体
「アミホープ®」
などを開発、化粧品メーカーやトイレタリーメー
カーへ販売し、国内外で高い評価を得ています。近年は海外市場を中心
にナチュラルをコンセプトとした化粧品市場が伸長しており、グローバル
での事業拡大が進み、売上の過半を海外が占める状況になってきています。
特に海外で拡販が期待できる品目について、インドネシアでの現地法人な
どによる海外生産を積極化しています。
また、第一三共ヘルスケア
（株）の保湿洗浄剤
「ミノン®」
に代表される相
手先ブランドによる香粧品の配合事業も行っています。
■ 強み：安全性の高い素材、製品の開発／評価力

電子材料
■ 事業概要
かねて、味の素グループではグルタミン酸ナトリウムの生産を通じて得
られた技術や、その中間体を応用する取り組みから、エポキシ樹脂硬化剤
や樹脂添加剤などの機能材料の事業を展開してきました。高付加価値化
の一環で、高機能配合品としての電子材料に参入。さらに、お客様の声
をもとに、素材開発力、配合技術、評価技術などを活用した研究開発を
推進した結果、半導体パッケージ用層間絶縁材料 Ajinomoto Build-up
Film （ABF）が誕生しました。 ABF は PC の半導体パッケージ製造に必要
な絶縁フィルムとして、PC の性能向上に貢献しており、スマートフォン、
タブレット型 PC など用途を拡大しています。さらに ABF の技術をベースに、
次世代の照明やディスプレイとして期待されている有機 EL デバイス用の
封止材料 Ajinomoto Encapsulation Film （AEF）
を新たに開発しまし
た。当社の封止材料を使うことで有機 EL デバイスの製造工程を短縮し製
品の耐久性の向上も可能となり、採用が始まっています。さらに、世界の
電子情報関連市場をリードするシリコンバレー
に拠点を構え、顧客とのコミュニケーションを
一層強化し、顧客と一体になった開発型ビジ
ABF
ネススタイルの深化を進めています。
■ 強み：素材開発力、配合評価技術

機能化学品、活性炭、離型紙
エポキシ樹脂関連技術を基本に難燃剤やエポキシ樹脂用硬化剤、接着
剤を機能化学品として事業化しています。またアミノ酸の製造過程で脱色・
脱臭目的で使用される活性炭も事業化しています。さらにポリアミノ酸樹
脂の研究、開発から生まれた離型紙を人工皮革業界向けに販売しています。

注：本文書中、商標は「 」で表記されています。
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Profile
The Group’s specialty chemicals business originated with application research for
glutamic acid and its by-products. With original development technology for new
ingredients using amino acids and evaluation technology for formulation as the
foundation, the specialty chemicals business is growing in two areas: the personal care
business, in which the Group can exercise its collective strengths by incorporating
operations from materials to consignment manufacturing; and the chemicals business,
which consists of electronic materials, functional materials and other products.
Personal Care Ingredients
■ Business Overview
As a world leader in amino acid-based personal care ingredients, the Group
emphasizes products that are safe and gentle on the skin and the environment. In
addition to mild cleansers including Amisoft ®, which is derived from glutamic acid,
and Amilite ®, which is derived from glycine and alanine, the Group has developed
emollients and moisturizers such as Eldew ® and Ajidew ®, the functional powder
Amihope ®, which uses lysine as a raw material. These products are sold to cosmetics and
toiletries manufacturers, and have received an excellent response in Japan and overseas.
A majority of sales are now outside Japan, the result of growth in the cosmetics
market based on the “natural” concept, primarly overseas, as well as global business
expansion. The Group is conducting overseas production at a subsidiary in Indonesia
and elsewhere, particularly for products that have good potential for sales growth.
The Group also conducts a formulation business for personal care, exemplified
by the Minon ® brand moisturizing skin cleanser sold by DAIICHI SANKYO
HEALTHCARE CO., LTD.
■ Strengths: Highly safe materials, product development/evaluation capabilities
Electronic Materials
■ Business Overview
For some time, the Group has conducted a functional materials business that includes
curing agents for epoxy resin and resin additives derived from its efforts to apply technology
obtained through production of monosodium glutamate and the resulting intermediates. As
part of its efforts to add higher value, the Group entered the business of high-performance
compound electronic materials. The promotion of research and development using
material development capabilities, compounding technology and evaluation technology
while incorporating customer feedback resulted in the creation of “Ajinomoto Build-up
Film” (ABF), which is an interlayer insulating material used in semiconductor
packages. ABF is essential for the manufacturing of semiconductor packaging for
personal computers and helps to improve their performance. Its applications have also
expanded for devices such as smartphones and tablets. Moreover, the Group applied ABF
technology as the basis for developing the new Ajinomoto Encapsulation Film (AEF), an
encapsulant for organic electroluminescent (EL) devices, which are expected to be
used in next-generation lighting and displays. Use of the Group’s encapsulant can
shorten the organic EL production process and increase product durability, and it has
started to be adopted. In addition, the Group has established a base in Silicon Valley,
which is at the forefront of the world’s ICT industry, and will further enhance its
business style of co-development with customers.
■ Strengths: Materials development, evaluation technology for formulation
Functional Chemicals, Activated Carbon, Release Paper
The Group has built a functional chemicals business based on its epoxy resin-related
technologies. Products include flame retardants, curing agents for epoxy resin and adhesives.
The Group has also commercialized the activated carbon used to remove color and odor
during the amino acid production process. In addition, it sells release paper created from
research and development of poly (amino acid) resins to the artificial leather industry.
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