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代替プロテインを使ったハンバーガー（a），ピザ（b），チーズ（c）
（ p.11）

ヴィーガンハンバーグへのメチルセルロース（メトローズ®）の適用例（ p.48）
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図8

舟形パンの検証（ p.94）

図 11

包餡パンの検証（ p.94）

味覚センサの結果（ p.93）

図 12
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図 10

保温直後と 6 時間後の状態（ p.95）
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群生相トノサマバッタ（ p.130）

− 口- 3 −
閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

図1

図2

（電子試読版）

（電子試読版）

焼いて赤くなるバッタ（ p.137）

卵塊が産み付けられた産卵床（ p.139）
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バッタの串焼き（ p.151）

当社の基盤特許と開発検討製品カテゴリー（ p.195）
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図2

微細藻類ユーグレナとは（ p.200）
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図5
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ユーグレナに脂質を産生させる方法の検討（ p.202）
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図6

脂質を高含有するユーグレナの作出（ p.203）
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出典：Y. Wakisaka et al.：Nature Microbiology volume1, Article number, 16124（2016）.
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リアルタイムラマンイメージングの実現（ p.204）
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出典：理化学研究所：2019 年6 月17 日プレスリリース
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ユーグレナのゲノム編集（ p.205）
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（a）
アカモク原藻

（c）細かく刻んだ湯通しアカモク

（b）
湯通しアカモク

図1

アカモクの湯通し調理・加工による変化（ p.210）

図5

サイコロステーキ状培養ステーキ（ p.234）

大きさは8 mm×10 mm×7 mm。肉らしさを出すために，
食紅で着色した。
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ステーキ肉の組織標本の HE 染色とアザン染色（ p.238）

脂肪ファイバー組織，毛細血管ファイバー組織の作製（ p.241）

− 口 - 10 −
閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

図4
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培養ホールカット肉の作製（ p.242）

出典：国連「世界人口推計2019 年版 データブックレット」
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世界の人口予測（ p.254）
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図 ３ 新奇 3’UTR の二次構造（ p.275）

（電子試読版）

図4
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3’UTR 長さに因る翻訳効率の差異（ p.275）
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発刊にあたって
2050 年には世界の人口は約 100 億人となり，新興国の発展に伴い，タンパク質の消費が今
より格段に増加することが予想されている。主要なタンパク源である家畜は，大量の水や広大
な土地が必要であり，温室効果ガス発生の観点からも，これ以上は拡大できない。また，ウイ
ルス感染などの安全性やフードロスの観点からも新たなタンパク質源の探索が急務となって
いる。
そこで，今注目されているのが，肉に変わる新たなタンパク質源の創出である。これまでに
欧米を中心に持続可能なタンパク質源として，植物肉
（植物由来食肉様食品，Plant-based
meat；PBM）
や藻類利用食，昆虫食，生化学的プロセスにより作製された培養肉などのいわゆ
る「代替プロテイン」を活用する動向が世界的に広がっている。これらの新たなタンパク質源
は，土地や水を膨大には必要とせず，細菌やウイルスの混入の心配がないクリーンな環境で，
需要に合わせて調節しながら生産することができる。代替プロテインを食する試みは，畜肉な
どを摂取しないビーガン，ベジタリアンなどのエシカル消費者層や，SDGs を意識した戦略を
立てている企業群などから，新しい生活様式の普及を受けて注目を集めている。すでに，植物
肉や昆虫食は一般にも流通し出しており，その市場性は，高い年成長率とともに，多くの産業
から注目されている。
このような新規のタンパク質が，新たな食文化として市場で成長していくためには，技術面，
文化面，そして規制面の 3 つの課題が上げられる。技術面においては，いかにおいしく，安く
生産するか。また，代替肉を意識した製品であれば，いかに本物の肉の味，食感を実現するか
といった課題があげられる。文化面の課題としては，新しい食文化の誕生を社会が受容するこ
とができるかという点にある。技術的にいくら優れた食品ができても，その由来や製造方法が
故に食文化として根付かなければ，この分野の発展はない。時々刻々と変化する社会の価値観
を敏感に捉え，製品設計を行うかは大きな課題である。最後に規制面である。新規の食品に対
して安心感を与える手段として，新たな規制は有効であるが，厳しすぎる規制は，可能性を制
限しコスト高を生んでしまう。どの分野の何を規制すべきか，徹底的な議論が必要な状況で
ある。
本書は，以上のような現状をふまえ，代替プロテインを取り巻く動向を，各界の専門家にわ
かりやすく解説いただき，5 部構成としてまとめた。第 1 編では，国内外の代替プロテイン開
発動向，政策，市場，社会受容性の立場から議論した。第 2 編以降では，それぞれの食品すな
わち，植物肉，昆虫食，藻類利用食，培養肉関連の周辺技術と課題についてまとめた。現時点
で，我が国でこの分野を牽引するリーダーの方々にご執筆頂いたのは非常に幸運である。この
先，続々と登場する代替プロテイン食品を理解するための一助になれば幸いである。
2021 年 5 月
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第1章

フードテック研究会・官民協議会の
取り組みについて
農林水産省

1.

早瀬

健彦

注目を集める「フードテック」

ここ数年，食分野の新しい技術，ビジネスとして「フードテック」が注目されている。米国
の CES（コンシューマー・エレクトロニクス・ショー）で取り上げられるなど，フードテック
は世界的な潮流と言っても過言ではない。筆者自身多数のメディアや企業から，培養肉や代替
肉，3D フードプリンタなどの現状について取材や問い合わせをいただく機会が増えており，
読者の方々も実際にテレビでこうした特集を御覧になる機会も以前に増しているのではないか
と思い，日本国内でもフードテックの機運の高まりを感じている。本稿では，こうしたフード
テックが注目される背景や，2020 年 4 月に立ち上げた農林水産省フードテック研究会やその
中間とりまとめに加え，同年 10 月に官民共同で立ち上がったフードテック官民協議会につい
て，培養肉に係る議論も交えながら紹介する。

1.1 フードテックの背景
今，フードテックへ注目が集まる背景は大きく 3 つある。1 つ目は，「将来的な食需要の拡
大を支える供給力をどのように確保するのか」。国連の推計によれば，2050 年には世界人口は
100 億人に達すると言われており，発展途上国の経済発展に伴う食生活の成熟化などにより，
食需要が今後拡大することが予測されている。こうした将来の食需要にいかに対応していくか
は，我が国の食料安全保障の観点からも，重要なポイントとなる。
2 つ目は，「環境意識の高まり」。地球温暖化，グローバルな気候変動の影響が顕在化する中
で，2030 年を目標とする国連の SDGs や，欧州委員会が目指す 2050 年の気候中立（温室効果
ガスの排出ゼロ），我が国の 2050 年のカーボンニュートラル実現目標など，世界各国で持続的
な経済社会への移行実現に向けた方向性が打ち出されている。このような流れの中，食品の消
費動向にも変化が現れてきており，ビーガンやフレキシタリアンや若い世代いわゆる「ジェネ
レーション Z」といった消費者が，環境に配慮した消費活動の 1 つとして，代替肉を従来の肉
製品の代わりに選択するなど，より環境負荷の小さい消費行動を選択するという動きも出てき
ている。

（電子試読版）
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3 つ目として，2020 年ノーベル化学賞を受賞し注目されたゲノム編集技術や，培養技術，
AI などのデジタル技術といった新興技術が急速に発展し，これまで食とは縁遠かった技術が
食分野と融合し，新たなイノベーションが生まれていることである。

1.2 フードテックの国内動向
日本においても，この 1 年ほどの間で，多くの食品メーカーが植物性タンパク質の新商品を
市場に投入したほか，いわゆる培養肉といわれるものがメディアでも多く取り上げられるなど
の動きも出てきている。
また，大手企業やスタートアップも，「食のパーソナライゼーション」といったデータを活
用して食を個別最適化するサービスを打ち出しているが，海外と比較すると，日本国内での
フードテック分野のベンチャー投資は活発ではない。海外ではここ数年で 2 兆円規模まで急増
しており，2019 年は米国では約 1 兆円の投資があったが，日本ではわずか 100 億円ほどに留
まっている（図 1 ）。こうした状況を踏まえて，農林水産省では 2020 年 4 月に「フードテック
研究会」を立ち上げ，関係者からフードテックに関する現状や課題意識などについて意見の把
握に取り組んできた。

図1

2.

フードテック分野への VC 投資の状況

農林水産省の試み―フードテック研究会，フードテック官民協議会―

2.1 フードテック研究会の活動，中間取りまとめ
2020 年 4 ～ 7 月に開催した「フードテック研究会」では，フードテック分野に関わる民間
企業，学識者，関係省庁が集まり，タンパク質にテーマを絞り，現状についての意見交換を行っ
た。意見交換は，研究開発，投資，ルール，社会文化といった観点から行われたが，食に関わ

（電子試読版）
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る新しい領域だからこその課題が提示された。具体的には，研究開発や投資に関しては，規模
感やスピード感など海外の状況との差が大きいことが指摘されており，遅れを取らないよう，
産学官を挙げてフードテック分野の研究開発・投資の活性化を進めていくべきといった意見が
挙げられた。また，ルール，社会文化という点については，新しい分野であるため，安全や表
示など食に関わるさまざまなルール上の扱いや消費者の受け止め方などについて不透明な部分
があることが，産業の発達にとって足かせになっているといった課題が示された。
培養肉に関していえば，食経験のない新たな食品として，消費者などへの理解増進の機会づ
くりが重要であることから「五輪や万博などにおいて，公的機関が持続可能な食料として取り
上げる」や，将来の消費者たる若い世代に理解してもらうため「学校教育の場で，次世代タン
パク質の授業を紹介することも有効」といった意見が示された。このほか，既存の生産者や事
業者の理解獲得に向け，「培養肉が普及した将来に，畜産農家がどのような姿になるのか，ス
ケジュールや収入，生活がどう変わるかなどを定量的に示し，共存している将来像を示す必要
がある」といった意見も示された。
さらに，全体に関わることとして，フードテックは冒頭で述べたように，異分野・異業種と
の関わりの深い分野であり，こうした垣根を越えた連携を進めていくことの必要性についても
意見が出された。これらの意見については，農林水産省フードテック研究会の「中間とりまと
め」という形で公表し，問題提起をしているところである（図 2 ～ 4 ）
。

2020 年 4 月に研究会を立上げ。

図2

（電子試読版）

農林水産省フードテック研究会の概要
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図3

農林水産省フードテック研究会の中間取りまとめ（抜粋）：基本的な考え方

図4

（電子試読版）

農林水産省フードテック研究会の中間取りまとめ（抜粋）：問題意識
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2.2 フードテック官民協議会の立ち上げ
フードテック研究会を受けて，農林水産省では，フードテックのような新興技術の社会実装
に向けて必要な対応の検討を始めている。食や農の分野について，日本は技術を誇れる国の 1
つと多くの方が認識しているが，海外に比べて著しく投資水準が低い状況を看過することは，
将来の安定的な食料供給に必要な技術や消費者の求める価値を提供する技術が国内では育たな
いという事態も考えられる。このため，将来の食料安全保障のためにも，国内で技術基盤を確
保していくために，新しい枠組みで，これらの課題と向き合っていくことが必要である。こう
した考えは，食料・農業・農村基本計画，宇宙基本計画，骨太方針などの行政計画上も位置付
けられるなど，フードテック分野への対応が政府の重要な施策の 1 つとして認識されていると
ころである（図 5 ）
。
このような状況の中，フードテック研究会で指摘された協調領域の課題解決の促進や，フー
ドテック関連の新市場の開拓を後押しする官民連携の取り組みを推進するため，農林水産省が
事務局となりフードテック官民協議会が 2020 年 10 月に立ち上げられた（図 6 ）
。
消費者が求める価値を提供するためにフードテックを活用するのは民間企業であり，また，
民間企業が主催するさまざまなフードテック関連のコミュニティが出来上がっていることもあ
り，フードテック官民協議会は，参加者の関心領域の多様性，自主性を尊重した運営を行って
いる。具体的には，専門的な議論を行う作業部会（ Working Team；WT）および機運を盛り上
げていくコミュニティ活動（ Community Circle；CC）の提案や実施にあたっては「この指止ま
れ」方式を採用し，民主導の動きを官がフォローしていくことを基本的な姿勢としている
（図 7 ）
。

図5

（電子試読版）

行政計画上での位置付け
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図6

フードテック官民協議会の概要：狙い

図7

フードテック官民協議会の概要：構造

現在，前身のフードテック研究会関連のテーマで 7 つの WT が提案されているが，それぞ
れの WT において，研究開発，投資，ルール，社会文化などについて議論され，食を通じて
よりよい社会を実現していく，今後の展望が産学官で共有されていくものと考えている
（図 8 ）
。
また，フードテック官民協議会には終期を設けていないため，産学官でさまざまな提案がな
され，料理人，生産者，流通，小売，そして消費者と食に関わる全てのステークホルダーを巻
き込みながら，「みんなのフードテック」を活用して日本の食の新しい可能性を拡げていくこ
とを期待している。
培養肉に関しては，細胞農業 WT が立ち上がり，国内外のベンチャー企業や関係機関の取
組紹介など，培養肉分野の市場形成に向けた活動が進められており，引き続き官民協議会とし
てどういった活動ができるのか，官民共同して検討していくこととなる。

（電子試読版）
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図8

3.

フードテック研究会・官民協議会の取り組みについて

フードテック官民協議会の作業部会

今後の展望

今後，食料問題，環境問題，あるいは生活の質の向上など，さまざまな切り口から，日本で
も技術開発や投資が活発化していくことが期待されるフードテック分野であるが，新しい技術
による新しい商品・サービスの登場は，既存の制度や商慣行との関係や社会の受容性などの課
題と直面することも考えられている。こうした課題の 1 つひとつを，特定の民間企業や民間コ
ミュニティだけで解決していくことは容易ではない。国内市場だけではなく海外市場も見据え
た競争の中で，安全や消費者の信頼を確保しつつ，いち早く技術開発や投資を進めていくこと
が重要である。フードテック官民協議会を通じて，こうした動きを加速させフードテック分野
に関心のある産学官の関係者が協働し，新たな社会システムや消費者ニーズに対応した技術開
発のロードマップの作成・共有や国内外のルールメイキングに向けた情報や課題の共有などが
進むことを期待している。農林水産省としても，2021 年度予算から新たに措置したフードテッ
クの FS 調査から事業段階までを総合的に支援する事業などさまざまな施策を通じ，引き続き
フードテック分野の新たな市場形成を推進していく考えである（図 9 ）
。

（電子試読版）
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図9

文

令和 3 年度予算概算決定

農林水産省フードテック関連予算

献
テック研究会参加者一同）．

1） 農林水産省フードテック研究会中間とりま
と め（令 和 2 年 7 月， 農 林 水 産 省 フ ー ド

（電子試読版）
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第2章

代替プロテインの国内外市場における
市場動向と今後の課題
釧路公立大学

1.

川島

啓

はじめに

アムステルダムの「ヴィーガン・ストリート」をご存知だろうか。レンブラントの作品群で
有名な市立美術館が面したビルデルデイク通りを北に向かうオフィス街に，アムステルダムで
も人気のヴィーガンレストランが連なっている一角がある。実はアムステルダムはヴィーガン
食のメッカであり，欧州中の菜食主義者がおいしいヴィーガン料理を求めて集まっており，全
く新しい食文化の中心地として近年注目されている。海藻と代替肉を使った「 DUTCH
WEED BURGER」，グルテン・フリーかつ代替チーズを使用したイタリア料理「 Mastino」な
ど，それと知らずとも食せばそのおいしさの方に驚くことだろう（図 1 ）
。
（ a）

（ c）

（ b）



図１

（電子試読版）

出所）筆者撮影
※口絵参照

代替プロテインを使ったハンバーガー（a），ピザ（b），チーズ（c）
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通常の食材よりも厳選された素材を使用するヴィーガン料理店は客単価が高く，ヴィーガン
料理は高級料理でもある。そのことが海外旅行者などをさらに惹きつけ，文化施設が多く点在
する周辺環境とも溶け込んでより魅力的なエリアを形成している。ヴィーガン料理が観光資源
になっている稀有な例と言える。

2.

食のバリアフリー化と代替プロテイン

ヴィーガン料理店では，肉やチーズ，卵，牛乳などの動物性の原材料だけでなく，骨炭（砂
糖の精白に使用される），動物性清澄剤（卵白やゼラチン）など動物由来の添加剤すら使用して
いない飲食物が提供されている。ワインは本来，植物性原料だけで作られるものと考えられる
が，ボルドーワインなどは清澄剤として卵白が多用されるため，よりエシカル（倫理的）な
ヴィーガンの基準では却下される。代わりに珪藻土などの鉱物性清澄剤を使用したヴィーガ
ン・ワインが提供される。このようにヴィーガン料理店では最も厳しい基準で料理を提供する
ことで，ヴィーガンの人もそうでない人も安心して楽しみながら食事することが可能であり，
食のバリアフリー化が達成されている。
菜食主義者（ベジタリアン）と一言でいっても多様である。乳製品は食べることのできるラク
ト・ベジタリアン（ lacto vegetarian），卵は許容できるオボ・ベジタリアン（ ovo vegetarian），
これらに加えて魚介類も許容するペスコタリアン（ pescetarian）などがいる一方で，動物性食
品は全て摂取しないヴィーガンが存在する。ヴィーガンの中でもさらに厳格な基準として，収
穫しても植物そのものを殺さずに済むように果実や種子のみを摂取するフルータリアン
（ fruitarian）や，ニンニクやニラなどの香りの強い植物を食さないオリエンタル・ヴィーガン
がいる。さらに基本的にはベジタリアンだが会食などで肉類を摂取することもあるというフレ
キシタリアンも存在する（図 2 ）。この他に，食料以外にも革製品など動物の商品化の一切を
否定するエシカル・ヴィーガンも存在する。
こうした多様性は，菜食主義の思想・哲学の違いだけではなく，ハラル（イスラム教）やコー

図２

（電子試読版）

ベジタリアンの類型
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シャ（ユダヤ教）などの宗教的食事規定を守る上での回避策として，あるいはアレルギーの原因
食物への対応策としても確保されるべきものであり，食品産業や飲食業界が直面する最大の課
題といえる。すなわち，多様化する食事制限（ food restriction）に対して，いかに魅力的な食の
機会や場を提供できるかが問われている。
植物性代替プロテインはこのような食のバリアフリー化に対して積極的な貢献ができるもの
として受け入れられている。

3.

動物性タンパク質摂取のリスクと代替プロテイン

現在，先進国を中心にベジタリアンの比率は増加傾向にあり，欧州の国々では人口の約
10 ％に達している1）※1。ベジタリアンになる主な理由としては，健康増進，がん予防，動物愛
護，温暖化対策，有害物質忌避が挙げられる。
健康増進に関しては赤身肉や加工肉を過度に摂取した場合，糖尿病2）※2 や動脈硬化3）※3，腎
臓病4）※4 などの発症リスクが高まるとした研究結果が出ている。糖尿病の発症リスクが上昇す
る理由は，肉に多く含まれるヘム鉄や飽和脂肪酸，加熱調理で生成される糖化最終生成物
（ AGE）などが，インスリン感受性やインスリン分泌に対して悪影響をもたらすからだと考え
られている。また AGE は動脈硬化などの心血管（ CV）リスクを高めることも知られている。
世界保健機関（ WHO）の専門組織である国際がん研究機関（ IARC）は，ハムやソーセージな
どの加工肉を「ヒトに対する発がん性がある」グループ 1 に分類している5）。グループ 1 はピ
ロリ菌や放射線（中性子線，X 線，ガンマ線）と同じカテゴリーである。また，ウシ，ブタ，ヒ
ツジなどの哺乳類の肉についても「ヒトに対しておそらく発がん性がある」グループ 2A に分
類している。グループ 2A には日本国内で使用が禁止された有機塩素系殺虫剤（ DDT）などが
含まれている。IARC によれば，加工肉については「毎日継続して 1 日あたり 50 g 摂取する
ごとに大腸がんのリスクが 18 ％増加」し，哺乳類の肉については，加工肉と比べてがんとの
関連性を示す証拠は弱いものの，「毎日継続して 1 日あたり 100 g 摂取するごとに大腸がんの
リスクが 17 ％増加する」としている6）。
動物愛護については，映画『 Earthlings』で描かれているような動物の商品化による動物搾
取の実態に対する認識が広まったことが背景として指摘できる。海外ではここ 10 年でアニマ
ルライツやアニマルウェルフェアといった概念の理解も急速に広まり，これまでコスト重視で
安価に生産されてきた畜産物に対して，多くの規制が導入されるようになっている。しかしな

※1

最もベジタリアン比率が高い国はインド（ 38％）である。これはジャイナ教などの宗教的食事制限によるもの。

※2

Pan et al.（2012）
によれば，赤身肉の摂取量が変わらなかった集団に比べ，1 日あたり 0.5 サービング以上増えた集団

では，その後の 4 年間で 2 型糖尿病を発症するリスクが 48％上昇することが大規模調査から明らかになっている。
※3

Uribarri et al.（ 2010）は動脈硬化などの心血管（ CV）リスクを高める糖化最終生成物（ AGE）について，脂肪やタン

パク質を多く含む動物由来の食品は加熱調理中に新たな AGE が形成されやすいことを他の食品も含めたデータベー
スから明らかにしている。
※4 Mafra et al.（ 2017）によれば，赤身肉の摂取は腸内において尿毒症毒素の生成を促す可能性を指摘しており，CV
リスクとの関連性についても言及している。慢性腎臓病
（ CKD）患者への赤身肉の摂取を制限することは CV リスクを
低減し，腎臓病の進行を遅らせる効果があるとしている。

（電子試読版）
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がら既存産業からの反発は強く，日本では法規制まで至らず，民間団体の自主基準や農林水産
省の通知，指針などにとどまっている7）※5。
食品の温暖化対策については，フードマイレージやカーボン・フットプリントの考え方が広く
普及している。フードマイレージの計算方法は，輸入相手国別に輸入数量をトン数で集計し，そ
れに相手国の港から輸入国の港までの距離を掛け合わせた
（トン・キロメートル）
で表す。国別に
1 人あたりフードマイレージを計算することで，食料輸送に伴う温室効果ガスの排出の目安とさ
れる。この指標は国の農業政策担当者にとっては自給率を上昇させる政策目標とも整合的なため
に一時期流行したが，現在ではさらに進んで，フード・カーボン・フットプリントが注目される
ようになった。カーボン・フットプリントは「商品・サービスの原材料調達から廃棄・リサイク
ルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出される温室効果ガスの排出量を CO2 量に換算
して，当該商品およびサービスに簡易な方法でわかりやすく表示する仕組み」と定義されるが8），
この定義で計算すると生産プロセスにおいて原材料やエネルギーを消費する畜産物のカーボン・



出所）
Our World in Data

図３
※5

食材のサプライチェーン全般におけるカーボン・フットプリント

動物愛護法はあるが畜産物は対象となっていない。以下は，民間団体の自主規制や農林水産省の通知，指針など。
https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/animal_welfare.html

（電子試読版）
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フットプリントは必然的に高くなる。図 3 は食材 1 kg を消費する際のカーボン・フットプリン
ト
（ kg-CO2）
の値を比較したものである。動物性タンパク質は農場での育成段階でエネルギーを
多く投入するために，植物を直接摂取するよりもはるかに環境負荷が大きいことが理解できる。
有害物質については，加工肉に使用される保存料（ソルビン酸），着色料（亜硝酸塩），結着剤
（リン酸塩）や，原料の肉に残留している抗生物質の問題が指摘される。
動物性タンパク質を摂取することによるあらゆるリスクや環境負荷，動物虐待などの倫理問
題については，植物由来の代替プロテインを選択することで減少させることができる。植物性
代替プロテインは，社会問題解決のためのソリューションとしても注目されている。

4.

代替プロテイン市場の拡大

現在，植物性代替プロテイン食品は急成長しており，多くの企業がこの分野に投資し，技術
革新を進めている。2020 年 3 月に発表された SPINS の新しい全米小売データによると，動物
性食品に直接取って代わる植物性食品の食料品販売額は 2019 年で 50 億ドルに達しており，2
年間の全体成長率は 29 ％となっている9）。同年の全米食料品販売額の成長率が 2.2 ％であるこ
とを考えると，市場成長率は非常に高いことがわかる。
最も市場が拡大しているのは「植物性ミルク」
（ 20 億ドル）で，次いで「その他の植物由来の
乳製品」
（ 13 億ドル），次いで「植物性肉」
（ 9 億ドル）の順となっている。市場規模はまだ小さ
13）
いものの，最も成長しているのは「植物性卵」である（図 4 ）
。

The Good Food Institute の分析によると，植物性ミルクはミルク全体の市場（ 1430 億ドル）
の 14 ％を占めるまでに浸透し，成長率は 5.5 ％とやや落ち着いている。仮に植物性肉が食肉
市場において同程度の市場シェアを占めるまでは成長を続けると仮定すると，米国内だけで
120 億ドルの市場規模を持つと予想される10）。さらに，CBINSIGHTS によれば全世界の食肉
市場規模は 1 兆 8000 億ドル（ 2018 年）と推計されているので11），仮にその 10 ％が植物性肉に
置き換わるだけでも，1800 億ドル（ 20 兆円）の市場規模が見込まれることになる。



出所）The Good Food Institute “Plant-Based Market Overview”

図4

（電子試読版）

植物性代替プロテイン商品の市場規模と成長率13）
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しかしながら，このような植物性代替プロテインの成長見込みは保守的とも言える。本質的
には，代替プロテインの登場は電気自動車と同じく「破壊的イノベーション」として捉えるべ
きである。代替プロテインは工業製品であるために技術進歩とともに規模の経済が働き，食品
素材としてのプラットフォーム製品であるために範囲の経済が働くことから，数年のうちに原
価が動物性プロテインを下回ることが確実視されている。
現在の消費者はアーリーアダプターとして位置づけられるが，価格が下がることで代替プロ
テインの機能性，安全性，社会性が広く認められ，アーリーマジョリティが追随することで，
遠くない将来に市場シェアが 50 ％を超えることが予想される。事実，代替プロテイン先進国
であるオランダでは，官民連携組織である Green Protein Association（ GPA）が 2025 年までに
平均的なオランダ人の植物性プロテイン摂取比率を 50 ％とする目標を掲げているが，2020 年
現在で 37 ％という達成率であるため，早期に目標の実現が見込まれている。GPA ではさらに
2030 年までに摂取比率を 60 ％まで高める目標を掲げている12）。
代替プロテインは多くの国々の畜産業にとっては市場のパイを奪う競合製品として成長し，
従来の畜産業を成り立たせている仕組みやサプライチェーンを駆逐する可能性がある（むしろ，
それを目的としている）。人口成長と経済成長が著しいアフリカ諸国などでは，ジャンピング・
テクノロジーとして最初から高品質な代替プロテイン商品が急激に普及することになるだ
ろう。
人口増加と必要な動物性タンパク質の絶対量の不足から，2050 年を「プロテイン危機」と
予測する向きもあるが，現実問題としてはそれよりも早い時期に代替プロテインによるイノ
ベーションによって克服されるものと思料される。

5.

代替プロテインの研究開発投資

「持続可能な開発目標（ SDGs）」の達成に向け，真に持続可能な食料生産システムの開発に
対する国際社会の関心が高まる中，
「 AgTech（アグテック）」や「 Food - Tech（フードテック）」
と呼ばれる分野に注目が集まっている。農業や食に AI や IoT，ロボット技術などの最先端テ
クノロジーを応用した新たな商品やサービスが生まれており，食に関わるさまざまな問題解決
の糸口となることが期待されている。その一分野として植物性肉（ plant-based meat）や培養
肉（ cell-based meat）が位置付けられる。
欧米では，高い購買力を持ち健康や食の安全への意識が高く，環境や動物愛護などの社会問
題への関心も高い「ミレニアル世代」が牽引する新たな消費トレンドになっていることを背景
に，肉のみならず，卵，乳製品，魚介類などの代替プロテインの開発がスタートアップ企業を
中心に進められている。また，これらの企業に対する出資や買収も活発化している。
2019 年から代替プロテイン関係のスタートアップ企業への投資は加速し，2020 年には 15 億
ドルの投資が行われた13）。このうち，最も注目されたのが発酵技術であり，2020 年の最初の 7ヵ
月間だけで 4 億 3500 万ドルが投資されている。Quorn 社14）や MEATI 社15）のような企業は，バ
イオマス発酵技術を利用して効率的かつ迅速に大量のタンパク質を生産している。また，微生
物を宿主とする「細胞工場」から機能性成分を生産する精密発酵技術を用いることで，Perfect

（電子試読版）
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Day 社16）は乳製品のタンパク質を，Clara Foods 社17）は卵のタンパク質を，Impossible Food
社18）はヘムを生産することに成功している。
製品分野では，2020 年 12 月にシンガポールのレストラン「 1880」で Eat JUST 社の培養鶏
肉が供され，消費者が培養肉を 23 ドルで食事することができた19）。同社の 1200 L の培養器で
栽培された鶏肉は世界初の販売用培養肉となった。
植物性肉のカテゴリーではハンバーグの枠を超えて製品開発が拡大しつつある。2020 年には
植物ベースのチキンが手頃な価格帯で流通するようになった。これには全米最大のスーパーマー
ケットチェーンの Kroger で植物由来代替プロテインの商品を扱う “Simple Truth Plant Based”
のラインでチキンパテとグラインドの販売量を拡大したことが貢献している。また，ジャーキー
やミートスティックの加工肉食品分野でも高タンパク・低カロリーの植物ベースの商品が販売
を伸ばしている。また，ベーコンについてもマッシュルームを使ったベーコン
（ Atlas20））
や麹を
使った植物性ベーコン
（ Prime Roots21））
が開発され，2020 年に販売開始されている。
図 5 は，植物性肉のイノベーション領域をサプライチェーンの段階別に示したものである。
図中①の領域では，現在使用されているバルク素材（大豆，小麦，エンドウ豆など）は安価であ
るという理由から原料となっているが，必ずしも植物性肉に最適な穀物ではない。最先端の科
学的農業では，量的形質座（ QTL）マッピングやフェノタイピング（ phenotyping）によって最適
な作物を特定することができるだけでなく，風味や食感を向上させる形質を選択的に付与し，
生産プロセスを効率化させることも可能となっている。
図中②の領域は，藻類や種子などの高タンパク素材や機能性素材の探索が中心となる。機能
性食品の分野ではキノアが注目を集めて久しいが，それしか栽培できないような痩せた土地で
キノアが換金作物化されてしまい，原産国では現地の人々が身近な食糧にアクセスできなく
なってしまったという事態が起きている。特定の作物に需要が集中しないように，持続可能な
機能性素材の探索研究が求められている。
③の領域は成分の隔離（ isolating）と機能化（ functionalizing）である。機械的消化（ mechanical



出所）川島・五十嵐（2019）を修正

図5

（電子試読版）

植物性肉のイノベーション領域

22）

− 17 −
閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

第1編

（電子試読版）

国内外の代替プロテイン開発動向

digestion）と化学的消化（ chemical digestion）の 2 つのプロセスを経て，有効なタンパク質を取
り出し，代替肉の材料として利用可能な状態にする。近年では特に化学的消化のプロセスに精
密発酵などの最先端技術が注目されている。
④～⑥は技術的にある程度不可分な領域でもあるが，近年ではミンチ状の肉ではなく繊維質
を再現した塊肉（ whole - cut）の生産方法の研究開発が進められている。植物または真菌類の
タンパク質から繊維状の肉のような構造物を大量に製造するための方法，肉の歯ごたえを生み
出すテクスチャー化方法，ジューシーさを再現するために油分をカプセル化して混合成形する
ための技術，これらをスケーラブルに製造するための生産技術などである。このようにして作
られた代替肉は，alternative ではなく，新しい肉という意味で meat successor（肉の後継者）
と呼ばれている。
⑦，⑧ではマーケット・イノベーションの領域となる。消費者に対して驚きをもって迎えられ
る商品を作り，身近な選択肢を増やしていくことが重要になる。たとえば，Impossible Foods で
は野菜から抽出したヘムを添加した「血の滴る代替肉」を商品化し，意図的にスーパーの精肉
コーナーで販売している。
このような一連のプロセスはシーズ・プッシュ型ではなく，完全にバックワード（ターゲッ
トを定め，必要とされる要素技術を研究開発する）で進行している点に目を向けなければなら
ない。「肉や卵を模倣し，超える」という目標に対して味覚，触覚，嗅覚，視覚を科学的なア
プローチを総動員して調査研究し，研究開発対象を広げていき，使えるものを統合していく。
あるいは，そうした知識が全く別の商品開発に役立つなど，オープン・イノベーションのプロ
セスが機能している。すでに世界各地で代替プロテイン・クラスターとも呼べるエコシステム
が発達してきている。そこに積極的な貢献ができるかどうかが企業にとっての試金石となる。
なお，培養肉についてはまだ大量生産技術が確立されておらず，市場データもないため，本
稿では研究開発動向や市場予測については触れていない。研究開発面では食感評価システムや
機能性の付与など，培養肉にも応用可能な技術は蓄積されつつあり，多くのベンチャーが植物
性肉と培養肉の両方の分野を手掛けている※6。
ただし，マーケティング面で考えると培養肉は難しいポジションに置かれている。培養肉の
カーボン・フットプリントは畜産よりは低いと考えられるものの，植物性肉よりは高い23）※7。
また，機能性を付与して完全な栄養バランスの肉（ designer meat）を作ることができたとして
も，肉であることの本質から離れているわけではないので消費者への訴求ポイントが分かりづ
らい。少なくともヴィーガンなど，近年の大きなトレンドを生み出している消費者層に培養肉
が積極的に支持されるとは考えづらい。
Tyson Foods などの大手食肉企業が出資に前向きであることからも，従来の販路において
「肉を代替する」のは培養肉であり，「肉を超越する」新しい市場を開拓するのは植物性肉とい
う商品としての棲み分けが起こるのではないかと思料される。
※6

The Kindearth.Tech Map（ https://newproteinmap.com/）では領域ごとのベンチャーや参画企業が一覧できる。

※7

WEF（ 2019）では，工場の規模にもよるが、培養段階におけるエネルギーを再生可能エネルギーで賄うことや，工

場の立地場所を都市部にすることで輸送段階を省くことができ既存の畜産業よりもカーボン・フットプリントが低く
なる可能性を示唆している。
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おわりに

人類が肉食を習慣としたのは約 200 万年前，牧畜を始めたのは 7000 年前とされる。代替プ
ロテインとは，この長きにわたって営まれてきたウシやブタが体内で行っている消化プロセス
と肉や脂肪の生成プロセスを人工的に置き換え，刷新する技術と捉えることができる。
そして 2020 年に COVID - 19 が猛威を奮い，米国で肉処理工場がホットスポットになった
事件から，大規模食肉産業のサプライチェーンの脆弱性が認識されるようになった24）。肉とい
う商品へのリスク回避から植物性肉の売上が増大したこともあり，代替プロテインのイノベー
ションは今後もますます加速する。Impossible Burger を購入できる店舗は 2020 年 3 月には
150 店舗しかなかったにもかかわらず，同年 8 月には全米で 9000 店舗まで拡大した25）。同社
のこれほどの成長は 3 年前には誰も予見できなかった。代替プロテインは 2 年後，3 年後の業
界地図でさえ見通せないほどのスピードで市場が増大している。
日本国内においても優れたブランドを確立した海外製品の輸入によってブームが起き，消費
者の選択が増えることが予想される。一度でも本格的な植物性肉を使ったハンバーガーを食べ
たことがあれば，そのおいしさもさることながら，食後の胃もたれ感がないなど，体の変化に
も気付くことだろう。そのような経験をした人々が毎回の食事の一部を置き換えることを選択
するようになるのは必然といえる。
現在ではまだ植物性肉の単価が高いこともあり，国内での普及には至っていないが，グロー
バル企業が戦略的な価格を設定した時には市場環境は激変する可能性がある。国内産業の食品
業界や流通業界はこの大きなトレンドの中で，しっかりとした方向性を打ち出す必要に迫られ
ることになる。植物性代替プロテイン産業を支えているのは明確なビジョンであり，SDGs へ
の貢献である。このことにオーセンティック（嘘偽りのない，心からの）な経営方針を持った企
業でなければ，サプライチェーンに加わることも，消費者の選択対象に残ることもできない可
能性がある。具体的には，植物性代替プロテインを提供する一方で，アニマルウェルフェアを
無視した加工肉を販売することの矛盾などが指摘できるかもしれない。むしろ，機能性食品や
サプリメント市場と同じように，国内では異業種からの新規参入が加速することも考えら
れる。
また，豊かな食文化を有するがゆえに，さまざまな食事制限への対応が遅れている日本の飲
食業界の現状も変化を迫られることになる。ヴィーガン・ブランドの創設や専門店の開設など
が事業展開として考えられる。
グローバル企業との提携により，植物性肉の半製品を輸入して国内で最終商品を製造するこ
とも日本での普及を後押しすることになるだろう。もともと「肉はご馳走」と考えている日本
人に対しては，商品開発のコンセプトは「肉らしさ」ではなく，健康面を重視した「完全食」
として，かつ，食事としてもおいしさと驚きを与えるレベルのものを提供することを主眼とす
るべきだと考えらえる。日本人好みの味つけが施せるとともに，藻類などから抽出した機能性
の高いタンパク質を添加してより付加価値の高い商品を開発するなど，日本の強みである発酵
技術や培養技術の活用も期待できる。
研究開発の面では海外のプロテイン・クラスターに参画することが必須条件となる。その上
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第1編

国内外の代替プロテイン開発動向

でスタートアップを中心とした研究開発型企業はさまざまな要素技術を活かしてグローバル・
サプライチェーンの B2B マーケットを狙うことが大きなビジネスチャンスにつながる。
代替プロテインは明らかに食料生産のゲームチェンジをもたらす技術といえる。科学技術に
よって人々の欲求を満たしつつ，同時に環境保全と動物愛護を達成するというストーリーはい
かにも西洋的発想ではあるが，そのことを批判できるほどの内在的価値を現代の社会経済シス
テムは備えてない。大義名分も実現可能技術も，新たなサプライチェーンやトレーサビリティ
も，そしておそらくは食料（もしくは食糧）安全保障も含めた巨大な食のプラットフォームが生
まれようとしている。
この巨大な変革期に臨んで，政府も民間企業もかつてない戦略的な対応が必要とされて
いる。
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閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。
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人獣共通感染症������������������������������������������������������������������������������251

藻類（ソウ類）������������������������������������������������������������������������181, 282

水深 1 ～ 2 m 海域：浅場�������������������������������������������������������210

藻類抽出液����������������������������������������������������������������������������������������285

水深 5 m 海域：深場������������������������������������������������������������������210

組織液����������������������������������������������������������������������������������������������������� 83
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組織工学�����������������������������������������������������������������������������������229, 243

水溶性多糖類������������������������������������������������������������������������������������� 44

組織状グルテン�������������������������������������������������������������������������������� 76

スカトール������������������������������������������������������������������������������������������ 70
スキャッフォルド������������������������������������������������������������������������265

た行

スクリュー������������������������������������������������������������������������������������������ 55
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ダイ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55

スクロース����������������������������������������������������������������������������������������132

第一制限アミノ酸������������������������������������������������������������������������176
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大規模工業生産������������������������������������������������������������������������������155

スズメバチ����������������������������������������������������������������������������������������151

胎児牛から精製された血清���������������������������������������������������282

スピルリナ������������������������������������������������������������������182, 189, 191
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スフェロイド������������������������������������������������������������������������229, 249

大豆����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35

スポンジ����������������������������������������������������������������������������������������������250
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（電子試読版）

− 索- 5 −
閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。
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チャイニーズハムスター卵巣細胞����������������������������������������273

乳化特性������������������������������������������������������������������������������������������������ 44

チャイニーズハムスター卵巣（由来）細胞株��������273, 285
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熱源���������������������������������������������������������������������������������������������������������134

調理感����������������������������������������������������������������������������������������������������� 92
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（電子試読版）

− 索- 6 −
閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

フィトケミカル������������������������������������������������������������������������������111
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− 索- 7 −
閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

ポリビニルアルコール�������������������������������������������������������������249

や行

保留する態度������������������������������������������������������������������������������������� 24
ホルミシス効果������������������������������������������������������������������������������112

野菜中心のメニュー��������������������������������������������������������������������� 95

翻訳効率����������������������������������������������������������������������������������������������272

ヤシオオオサゾウムシ�������������������������������������������������������������152

翻訳阻害物質�����������������������������������������������������������������������������������273

野生種���������������������������������������������������������������������������������������������������141
やわらかさ������������������������������������������������������������������������������������������ 70
ユーグレナ�������������������������������������������������������������������������� 199～207

ま行

ユーグレナ植物門������������������������������������������������������������������������184

マイオカイン�����������������������������������������������������������������������������������247

雄臭����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70

マイクロインジェクション���������������������������������������������������103

油脂����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69

マイクロライフストック��������������������������������������������������������148

湯通し���������������������������������������������������������������������������������������������������215

＝Microlivestocks

養殖昆虫�����������������������������������������������������������������������������������120, 123

マスキング����������������������������������������������������������������������� 35, 86, 195
マツモ���������������������������������������������������������������������������������������������������187

ら行

マテリアルバランス�������������������������������������������������������������������206
マニュアルでの飼育方法��������������������������������������������������������125

ラクトン������������������������������������������������������������������������������������������������ 70

ミートタイプ������������������������������������������������������������������������������������� 56

ラマンイメージング�������������������������������������������������������������������203

ミオシン����������������������������������������������������������������������������������������������246

ラマン分光����������������������������������������������������������������������������������������203

味覚����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35

卵鞘���������������������������������������������������������������������������������������������������������133

味覚センサ��������������������������������������������������������������������������������61, 173

藍色細菌門����������������������������������������������������������������������������������������182

未成熟期����������������������������������������������������������������������������������������������212

力価���������������������������������������������������������������������������������������������������������277

未精製���������������������������������������������������������������������������������������������������277

立体細胞組織�����������������������������������������������������������������������������������266

密集飼育����������������������������������������������������������������������������������������������130

リノール酸������������������������������������������������������������������������������������������ 36

ミツバチ����������������������������������������������������������������������������������������������120

リノレン酸������������������������������������������������������������������������������������������ 36

緑の革命����������������������������������������������������������������������������������������������149

リポキシゲナーゼ�������������������������������������������������������������������������� 36

ミルワーム����������������������������������������������������������������������������������������115

粒状小麦タンパク�������������������������������������������������������������������������� 78

ミンチタイプ������������������������������������������������������������������������������������� 56

粒状大豆たん白�������������������������������������������������������������������������������� 54

みんなのフードテック������������������������������������������������������������������ 8

粒状大豆タンパク�������������������������������������������������������������������������� 76

ムーンショット������������������������������������������������������������������������������136

緑色植物門����������������������������������������������������������������������������������������183

無機塩���������������������������������������������������������������������������������������������������280

緑藻���������������������������������������������������������������������������������������������������������186

無血清培地����������������������������������������������������������������������������������������280

倫理性���������������������������������������������������������������������������������������������������153

無水物換算����������������������������������������������������������������������������������������213

倫理的な開発アプローチ��������������������������������������������������������149

メタボリックシンドローム���������������������������������������������������108

労働搾取����������������������������������������������������������������������������������������������155

メタン���������������������������������������������������������������������������������������������������243

ワーナー・ブラッツラー剪断力価������������������������������������ 71

メチルセルロース�������������������������������������������������������������������������� 44

ワカメ���������������������������������������������������������������������������������������������������186

メニュー開発������������������������������������������������������������������������������������� 95

和牛香����������������������������������������������������������������������������������������������������� 69

藻��������������������������������������������������������������������������������������������������������������190

ワックスエステル������������������������������������������������������������������������202

毛細血管ファイバー組織��������������������������������������������������������240
モジュール����������������������������������������������������������������������������������������140

（電子試読版）

− 索- 8 −
閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

（電子試読版）
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第3編

国内外の開発状況

関連図書
書籍名

発刊日

体裁

本体価格

食品テクスチャーの測定とおいしさ評価
1 ～食品構造とレオロジー、咀嚼・嚥下感覚、機器測定・官能検査、調理・加工～

2021年

B5 258頁

39,600円

抗ウイルス・抗菌製品開発
2 ～基礎、作用メカニズムから評価、認証、商品化まで～

2021年

B5 388頁

46,200円

改訂 遺伝単
3 ～遺伝学用語集
対訳付き～

2021年

A5 456頁

3,080円

ゲノム編集食品
4 ～農林水産分野への応用と持続的社会の実現～

2021年

B5 338頁

46,200円

生命金属ダイナミクス
5 ～生体内における金属の挙動と制御～

2021年

B5 564頁

59,400円

ダイレクトリプログラミング
6 ～再生医療の新展開～

2020年

B5 316頁

49,500円

実践 微生物制御による食品衛生管理
7 ～食の安全管理から
HACCP の現場対応まで～

2020年

B5 260頁

41,800円

食のバリューチェーン戦略
8 フードサプライチェーンから見た
～ODA 経験豊富な著者がビジネスチャンスを掴むコツをやさしく解説～

2020年

A5 144頁

1,650円

生物・生体・医療のためのマイクロ波利用
9 ～熱
/ 非熱プロセスを用いた基礎から応用の技術～

2020年

B5 204頁

44,000円

⓾ 実践 エマルション安定化・評価技術

2020年

B5 248頁

39,600円

⓫ 技術士が次世代へ語りつぐ 食とバイオのイノベーション

2020年

B5 204頁

3,850円

Excel による生体信号解析
⓬ ～心電図、脈波、血圧～

2020年

B5 120頁

19,800円

ヒトマイクロバイオーム Vol.2
⓭ ～解析技術の進展とデータ駆動型・ターゲット機能型研究最前線～

2020年

B5 624頁

53,900円

⓮ 膜タンパク質工学ハンドブック

2020年

B5 624頁

64,900円

ボトリングテクノロジー
⓯ ～飲料製造における充填技術と衛生管理～

2019年

B5 424頁

39,600円

青果物の鮮度評価・保持技術
⓰ ～収穫後の生理・化学的特性から輸出事例まで～

2019年

B5 412頁

44,000円

実践 食品安全統計学
⓱ ～R
と Excel を用いた品質管理とリスク評価～

2019年

B5 246頁

33,000円

筋肉研究最前線
⓲ ～代謝メカニズム、栄養、老化・疾病予防、科学的トレーニング法～

2019年

B5 342頁

41,800円

スマート農業
⓳ ～自動走行、ロボット技術、ICT・AI
の利活用からデータ連携まで～

2019年

B5 444頁

49,500円

実践 ニオイの解析・分析技術
⓴ ～香気成分のプロファイリングから商品開発への応用まで～

2019年

B5 288頁

37,400円

翻訳版 Agricultural Bioinformatics
㉑ ～オミクスデータと
ICT の統合～

2018年

B5 386頁

33,000円

改訂増補版 実践有用微生物培養のイロハ
㉒ ～試験管から工業スケールまで～

2018年

B5 376頁

10,450円

本体価格には消費税は含まれておりません。
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