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フードテックが生み出す
バイオエコノミーの新潮流

Point
❶  「食×テクノロジー」の融合で生まれる「フードテック」は、SDGs目標の一つでもある食糧危
機を解決し、食の未来を変える可能性を秘めている。米欧を中心にフードテックのスタートアップ
企業が次々と誕生し研究開発を進めており、投資家の関心を集めている。

❷  遺伝子組み換えや細胞培養などのバイオ技術を用いて、従来食用には用いられてこなかった動植物
などを原料に、環境負荷が少なくクリーンで栄養価が高い、高付加価値食品を作り出す「フードテッ
ク」は、バイオマスやバイオテクノロジーを基盤に地球規模の課題を解決し、持続可能な社会を目
指す「バイオエコノミー」の一つの潮流ともいえる。

❸  本稿では、農業・工業・健康と幅広い分野を包括する「バイオエコノミー」の中でも、特に農業、
食糧分野に着目し、藻類タンパク質や昆虫食、植物肉、そして再生医療技術を応用した未来の農業
「細胞農業」から生まれる培養肉などの研究開発に取り組むフードテック・スタートアップ企業の
事例を紹介し、新たな成長産業としてのフードビジネスについて論じる。

はじめに
米欧を中心に、バイオ技術を用いた「フード

テック（食 × テクノロジー）」という新たな潮流
が生まれている。フードテックは、各国が注力し
ているバイオエコノミー戦略の一分野でもある。
本稿では、バイオエコノミーについて概観した後、
その中で注目されるフードテック分野のスタート
アップ企業の取り組みを紹介し、成長産業として
のフードビジネスの可能性について考察する。

バイオエコノミーとは
バイオエコノミー（生物経済）とは、生物資源（バ

イオマス）やバイオテクノロジーを活用して地球
規模の課題を解決し、持続可能な社会を目指すと
ともに、新たな産業振興と経済政策の実現を目指
す概念である。農業や食品、健康・医療分野に限
らず、工業、エネルギー、環境分野においてもデ
ジタル化に匹敵する技術革新や産業構造の変革を
もたらすと期待されている。経済協力開発機構

（OECD）によると、2030 年にはバイオエコノミー
の市場が OECD 加盟国の GDP 全体の 2.7% に匹
敵する 1 兆 6,000 億ドル（約 180 兆円）になると
報告されている。その内、バイオ燃料やバイオプ
ラスチック、微生物による廃水や土壌の浄化など
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1    CE について詳しくは、川野茉莉子「サーキュラー・エコノミー時代のビジネス戦略」（東レ経営研究所『経営センサー』2018
年 4 月号 http://www.tbr.co.jp/pdf/report/ind_g022.pdf）をご参照ください。

の工業分野が占める市場の割合が 39% と高いのが
特徴である（図表 1）。

図表１　 2030 年の世界のバイオエコノミー市場の
見通し
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出所：経済協力開発機構（OECD）

バイオエコノミーとサーキュラー・エコノミー
バイオエコノミーは動植物資源や微生物資源、

さらには生物残留物や廃棄物などの再生産可能な
資源を利活用する経済活動であり、化石燃料に依
存しない「脱炭素社会」を目指すパリ協定とも一
致しており、今後の成長が期待されている。

EU では「国際競争力の向上」「持続可能な経済
成長」「新規雇用創出」を目的に、サーキュラー・
エコノミー（CE）を新たな成長戦略として新た
な産業育成に向けた取り組みを進めている。CE
型ビジネスモデルの一つとして「循環型サプライ
チェーン」が提唱されているが、これは繰り返し
再生し続ける 100% 再生可能な製品や、リサイク
ルや生物分解が可能な原材料を利用する取り組み
であり、バイオエコノミーとの親和性が高い 1。

各国のバイオエコノミー戦略
バイオエコノミーへの取り組みは、CE を先導す

る EU が先行している。欧州委員会は 2012 年に
経済成長を目指す「バイオエコノミー戦略」を策
定した。2030 年までに石油由来製品の 3 割を植物
由来に変えることなどを掲げている。策定から 5
年後となる 2017 年には EU のバイオエコノミー
戦略のレビューを発表しており、更なる投資やバ

イオ製品の規格化など規制の必要性を指摘してい
る。これを踏まえ、2018 年秋頃には改訂版となる

「バイオエコノミー戦略 2.0」を発表する予定であ
る。リサイクルの促進や廃棄物削減を柱とする
CE と関連付け、持続可能性と経済成長の両立を
促す「サーキュラーバイオエコノミー」により重
点が置かれるものとみられる。

また、EU 域内ではドイツ、イタリア、スペイ
ン、フランスなど各国政府も次々とバイオエコノ
ミー戦略を策定している。米国でもバイオテクノ
ロジーをイノベーションの重要領域に位置付け、
2012 年に「National Bioeconomy Blueprint」を発
表、2016 年には米エネルギー省と米農務省が、10
億トンのバイオマスを用いて 2030 年に化石由来
燃料の 25% を代替することを目指す「Billion Ton 
Bioeconomy」の構想を打ち出した。

日本はこうした取り組みに遅れがみられるもの
の、2019 年夏頃のバイオ戦略の策定を目指し、議
論が進められている。「ドリーム BT ジャパン」

（2008 年）以来 10 年ぶりとなる今回の総合的な
バイオ戦略の目標としては、バイオとデジタルの
融合で新規の市場や産業（バイオエコノミー）、雇
用を創出し、持続可能な社会や開発目標（SDGs）
の実現を目指すとされている。

バイオエコノミーとSDGs
バイオ戦略策定のワーキンググループにも携わ

る日本バイオ産業人会議（JABEX）は、SDGs の
17 目標のうち、バイオが貢献すべき課題として①
貧困、②飢餓、③健康・福祉、⑥水、⑦エネル
ギー、⑧産業と技術革新、⑨経済成長、⑪まちづ
くり、⑫つくる責任使う責任、⑬気候変動、⑭海
の豊かさ、⑮陸の豊かさ、⑰パートナーシップの
13 項目を掲げている。バイオエコノミーによって
解決に貢献できる SDGs 目標は多岐にわたるとい
える。
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というのも、前述の通りバイオエコノミーは農
業、工業、健康という幅広い領域をカバーしてい
るという背景がある。

本稿では、バイオエコノミーの中でも特に農
業、食糧分野に着目し、バイオ技術を用いた「フー
ドテック（食 × テクノロジー）」という新たな潮
流が農業・食糧問題にもたらす新たな可能性につ
いて紹介する。

増加する食肉需要
食料問題は今なお解決すべき世界課題であり、

SDGs 目標 2 では「飢餓に終止符を打ち、食糧の
安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、
持続可能な農業を推進する」ことが掲げられてい
る。

中でも伸び続ける食肉需要は、飢餓や飼料需
要、食糧安全保障などに影響する大きな課題であ
る。1 人当たり年間肉類消費量は年々増加してお
り（図表 2）、2027 年にはアフリカを除く全地域
で現在より増加すると見込まれている。特に先進
諸国と比べて相対的に高い経済成長率が見込まれ
るアジア新興国においては、食肉を消費する中間
層が拡大し 2、2014 ～ 2016 年平均比で 2027 年に

はアジア全体で 21% 増、中でも中国で 23% 増、
インドで 56% 増と需要急増が見込まれている。食
肉消費量の半分近くを輸入に頼っている日本に
とっては、食糧安全保障問題にも大きく関わって
くるといえる。

また、食肉需要の増加に伴い、家畜に用いられ
る飼料用の穀物需要も増加すると予想されてい
る。2026 年に世界人口が約 82 億人になると、穀
物需要は 29.1 億トンまで拡大すると見込まれてい
る。

家畜の生産は、環境問題にも大きく影響してい
る。世界の水資源の 28% が畜産のために用いられ
ており、家畜が放出する温室効果ガスは排出全体
の 18% を占めるといわれている。また、現行の畜
産方法は鳥インフルエンザや BSE、各種感染症、
抗生物質などの衛生面での問題を抱えている。

肉の代替食品ビジネスの高まり
一方で食の嗜好は多様化しており、ベジタリア

ンやヴィーガン（完全菜食主義者）、ダイエッター
などの間での人気の高まりが後押しし、人工肉市
場は拡大している。

例えば、欧米で 30 年以上前から販売されてい

2    中高所得層の予測（2018 年→ 2030 年）：中国（12 億人→ 14 億人）、インド（7 億人→ 13 億人）、ASEAN5（インドネシア、タイ、
マレーシア、フィリピン、ベトナム；4 億人→ 6 億人）　出所：みずほ総合研究所「内外経済の中期見通し」（2018 年 6 月 28 日）
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図表 2　世界の穀物需要と1人当たり年間肉類消費量

出所：農林水産政策研究所「2027年における世界の食料需給見通し」
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食肉

乳卵 食肉

現在 大豆など 乳卵

食肉代替
上市後 大豆など

植物系 藻類系 昆虫系 微生物系 培養食料

大豆
偽肉 新たな代替たんぱく源

食肉・乳卵食材の同等品を
植物から生産

新たなたんぱく源を提案 細胞農業：食肉・乳卵を
新たな方法で生産

図表 3　代替タンパク源の種類

出所：羽生雄毅氏・インテグリカルチャー（株）CEO「Shojinmeat Project : 純肉 :細胞培養による食糧生産へ（2018.04版）」

る肉の代替食品「クォーン」は年々人気が高まっ
ており、現在欧州やアメリカ、南アフリカ、アジ
ア太平洋地域などで販売されている。英ガーディ
アン紙によると 2017 年のクォーンの市場規模は
世界全体で 16% 拡大、特にヨーロッパでは 27%
増、米国では 35% 増であった。クォーンの原料は
キノコのタンパク質を発酵させた「マイコプロテ
イン」という菌類である。クォーンを製造する
クォーン・フード社は、英国の食品大手マーロウ・
フーズと英大手パンメーカーのホービス、英化学
品メーカー ICI（現在は蘭アクゾ・ノーベル傘下）
のジョイントベンチャーで、1985 年に設立してい
る。ただし、人工プロテインの研究は 1960 年代
から始まっている。その背景には、既に人口増加
に伴う食糧不足に対する危機感があったという。

フードテックが食糧危機を救う
増加する食料需要の解決策としては、一つには

農産物の新たな製法の確立がある。既に植物工場
での野菜生産は事業化しており、マグロや鮭、エ
ビ、キャビアといった魚類を屋内で飼育する「陸
上養殖」すなわち魚の工場生産も実用化に向けた
開発が加速している。

このような流れの中で近年注目を集めているの
が、「代替タンパク質」の開発に取り組むスタート
アップ企業の動向である。米アップルの創業者、
スティーブ・ジョブズは「21 世紀のイノベーショ

ンは生物学とテクノロジーの交差点で生まれる」
と予言した。「フードテック（食 × テクノロジー）」
は人類の食糧危機を救う可能性を秘めた食料革命
である。

また、食料・環境問題への関心が高まる中、
ESG 投資の観点からも食のサステナビリティは重
要視されている。機関投資家にとってもフード
テックという新たな技術開発を進めるスタート
アップ企業は注目度が高い。米マイクロソフト創
業者のビル・ゲイツや Google 創設者の一人である
セルゲイ・ブリン氏など、シリコンバレーの投資
家や、米カーギルや独 PHW といった大手食品
メーカーが最先端のフードテック企業に積極的投
資を行っている。

代替タンパク源
現在生産・流通している主なタンパク源は、主

に大豆、乳卵、食肉、大豆製の偽肉（ソイミート）
の 4 種類である。今後世界人口の増加に伴い、増
加する需要に対応するためには、従来のタンパク
源の生産効率を上げ、増産に取り組むだけでなく、
植物を原料にした食肉・乳卵代替品や藻類タンパ
ク質、昆虫食、微生物や培養技術を用いたタンパ
ク質の合成など、新たな代替タンパク源の開発が
不可欠である（図表 3）。

以下では、世界で加速する代替タンパク源の研
究開発動向について紹介する。

フードテックが生み出すバイオエコノミーの新潮流
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藻類タンパク質
2014 年に創業した藻類タンパク質の生産・食品

開発を手掛ける（株）タベルモは、バイオベン
チャー企業である（株）ちとせ研究所のグループ
会社である。同社は藻類の中でもタンパク質を豊
富に含み、60 種類以上の栄養素から構成されるス
ピルリナという藻類の生産を行っている。スピル
リナはヒトが摂取するのに栄養バランスが良いと
されており、単位面積当たりの炭水化物含有量は
家畜や大豆などと比較して非常に高いことから、
新しい蛋白源として注目されている。

既に複数企業がスピルリナの錠剤や乾燥粉末を
販売しているが、殺菌工程で加熱して乾燥させる
と、スピルリナの細胞が破壊されたり、各主成分
が変性するため独特な苦みやえぐみが生じる。一
方、タベルモは培養後に加熱せず殺菌洗浄を行っ
た生のスピルリナを販売することに成功した。生
スピルリナは味や匂いがなく、ビタミンや抗酸化
物質が維持される。現在、静岡県掛川市の工場で
は 100 トン / 年を製造しており、新たに 2019 年
夏稼働を目指しブルネイに 1,000 トン / 年の生産
能力を持つ工場を設立予定である。同社は、ブ
ルネイという赤道直下で日射量が多い環境でも
効率的にスピルリナを培養できるシステム

「photobioreactor」を開発している。今後、スピ
ルリナ製造技術や脱色などの加工技術を基に、食
品企業などに原料を供給したり、関連技術をライ
センスしていく方針である。

昆虫食
2013 年、国連食糧農業機関（FAO）が昆虫食

は世界人口の増大に伴う将来の食糧危機の解決策
になるという報告書を発表し、話題となった。昆
虫食は牛や豚などの家畜に比べて飼料効率が高く、
タンパク質やビタミン、ミネラルなど高い栄養価
を含むことが特徴である。また、昆虫の飼育にお
いては、畜産で問題となっている反芻動物のげっ

ぷなどによる温室効果ガスの一種メタンガスの排
出や、家畜の糞尿による土壌・水質汚染などの環
境負荷が少ない点が利点に挙げられる。

昆虫食をテーマに起業するベンチャー企業は欧
米を中心に増加している。米調査会社 Global 
Market Insights によると、世界の昆虫食市場は
2024 年にかけて年平均 43.5% で成長し、7.1 億ド
ルの市場になると予測されている 3。

EU では 2018 年 1 月に「新規食品（ノベルフー
ド）」と呼ばれる、以前は一般的に消費されていな
かった食品に関する新たな EU 規則が施行され
た。新規食品とは、「1997 年以前には域内で広く
一般的に消費されていなかった食品・食品成分」
を指す。同規則において、昆虫食が「新規食品」
に該当すると明確に規定されたことが注目され
る。EU 域内では、これまでオランダ、ベルギー、
フィンランドなど一部の加盟国においてのみ昆虫
食の製造・販売が認可されてきたが、今後、同規
則により EU 全地域内での昆虫食の流通が可能と
なり、市場の拡大が期待される。

日本においては古来より蜂の子やイナゴなどが
地方の山間部を中心に貴重なタンパク源として食
されてきた文化がある。しかしながら、時代の変
化に伴い現代では昆虫食は敬遠され、衰退しつつ
ある。昆虫食は、食糧不足の地域における補助食
にとどまらず、高栄養価の健康食品としての可能
性を秘めている。昆虫食普及のための最大の課題
は、いかに昆虫食に対する人々の嫌悪感を低減さ
せるかにあるといえよう。

植物肉
植物肉とは、大豆などの植物性タンパク質を原

料に、セルロースやデンプンなどを加え、肉のよ
うに成型した加工食品である。

特にベジタリアンやヴィーガンが増加している
欧米において、さまざまなベンチャー企業が植物
肉の製造・販売を進めている。2009 年にシリコン

3    Global Market Insights「Global Edible Insects Market to exceed $710mn by 2024」（2018 年 6 月）
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バレーで創業したビヨンド・ミート（米）は、大
豆やえんどう豆などを原料に、見た目も味も本物
の肉に近い食品を製造・販売している。同社へは
ビル・ゲイツや米俳優レオナルド・ディカプリオ、
さらには世界最大の食肉加工会社である Tyson 
Foods（米）も出資している。2016 年には三井物
産も出資しており、2018 年内には日本国内で販売
開始予定といわれている。

同様に植物肉を製造するインポッシブル・フー
ズ（米）は、遺伝子組み換え酵母と大豆を用いて
食肉の必須成分である「ヘム」を製造し、本物の
肉らしさを再現している。同社へもビル・ゲイツ
やコーポレート・ベンチャーキャピタルである
Google Ventures が出資するなど、世界で注目を集
めている。

また、植物肉はハラール（イスラム教）やコー
シャ（ユダヤ教）など、宗教上の規律に則って処理・
加工された食肉しか食べることができない信者へ
の需要も期待される。特にイスラム教徒の世界人
口は今後急速に拡大すると予測されており、2100
年にはキリスト教を抜いて世界最大の宗教になる

とみられている。ハラール食品などの世界のイス
ラム教徒向け食品市場規模も拡大が期待されてお
り、2016 年の 1 兆 2,400 億ドルから 2022 年には
1 兆 9,300 億ドルと年平均 7.6% で成長すると予測
されている 4。

細胞農業
植物肉が「本物にそっくりのフェイクミート」

であるのに対し、細胞農業という「未来の農業」
の手法で「食肉そのもの」を細胞培養で生産しよ
うという動きが米国を中心に世界で広がってい
る。細胞農業では、分子レベルで本物と全く同じ
ものを作ることを目指しており、対象は畜産物だ
けでなく農産物や水産物へ広がり、米国ではさま
ざまなスタートアップ企業が誕生している。

Finless Foods （米）は、マグロやスズキなどの
魚の幹細胞を培養して魚肉を製造する。培養魚で
はマイクロプラスチック汚染の懸念がないという
利点がある。

また、Perfect Day（米）は遺伝子組み換え酵母
と発酵技術を用いて人工ミルクの開発に取り組

4    Thomson Reuters「State of the Global Islamic Economy Report 2017/18」

図表 4　代替タンパク質（細胞農業を除く）の開発に取り組むスタートアップ企業
企業 種類 内容

タベルモ（日本） 藻類
2014 年創業。藻を用いたジェット燃料の開発を行う「ちとせ研究所」のグループ会社。タンパク質、
ビタミン、ミネラルなどの栄養価の高い藻類「スピルリナ」の培養、健康食品の開発。産業革新機構
や三菱商事から 17億円を調達し、ブルネイにスピルリナの生産工場を設立予定。

Exo（米国） 昆虫

2013 年に米ブラウン大学の学生 2名が立ち上げ。コオロギから抽出した高濃度タンパク質を粉末化
してプロテインバーを製造。2018 年 3月、テキサス州を拠点とする昆虫農場会社Aspire Food に買
収された。Aspire Foods はロボットを導入したハイテク施設で食用コオロギを繁殖しており、ガー
ナでも最新技術を用いて食用の幼虫を養殖する。

Essento（スイス） 昆虫
2013年チューリッヒにて設立。甲虫の幼虫ミールワームを原料にした昆虫バーガーや昆虫ミートボー
ルなどを製造。17年 5月よりスイスではコオロギやバッタ、ミールワームなど食用の昆虫の販売が
許可されており、同年夏より同国内大手スーパーにて販売されている。

Impossible Foods（米国） 植物肉

2011 年設立のカリフォルニアのベンチャー企業。設立以来、ビル・ゲイツやコーポレートベンチャー
キャピタルのGoogle Ventures など機関投資家から約 4億ドルの資金を調達。遺伝子組み換え酵母と
大豆を用いて食肉の必須成分である「ヘム」を製造し、食肉の味、見た目、触感、香りを再現した植
物肉を生産。現在、米国内で 1,000 軒以上のレストランで提供されている。需要好調のため、18年
春にはカリフォルニア州の生産工場を拡張。今後はアジアへの展開を予定。

Beyond Meat（米国） 植物肉

2009 年創業のシリコンバレーのベンチャー企業。大豆やえんどう豆など植物性タンパク質を使用し
た肉代替品を製造。ビル・ゲイツや環境活動家の一面ももつ米俳優レオナルド・ディカプリオら投資
家や、食肉加工大手 Tyson Foods などが出資。日本からは三井物産が出資。2018 年内には日本国内
で販売開始予定。

出所：各種報道資料から筆者作成
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む。この人工ミルクは乳糖（ラクトース）を含ま
ないため、乳不耐症の患者でも摂取することがで
きる。コレステロールも含まず、牛乳より賞味期
限も長いという利点がある。3D プリンタを利用し
て牛の DNA 配列を再現した DNA を酵母に注入
し、この遺伝子組み換え酵母による発酵で乳牛と
同じタンパク質を製造する。

食品以外の原料開発に取り組む企業もある。
Modern Meadow（米）は、動物の皮膚から摂取し
た天然のコラーゲンを培養することで、人工皮革
製品の開発に取り組む。培養時にはカスタマイズ
した DNA を細胞に注入して細胞分裂を起こさせ
る「バイオファブリケーション（biofabrication）」
により人工的に細胞を成長させる。また、本物の
皮に似せるためのレイヤー効果は、「3D バイオプ
リンティング（3D プリンタ技術を用いて、ある
限定された空間に細胞パターンを作成する）」によ
り再現する。動物を殺さず、有害な化学薬品を用
いることなく製造することが可能である。

このように、細胞農業は天然物と全く同じもの
を既存の手法よりも省スペース、省エネルギーで
製造する「エコなプロセス」であるだけでなく、

動物を殺生することなく、内臓などの廃棄物も発
生せず、必要な部位のみを再現できるという利点
がある。また、天然の動物の飼育・生育過程で生
じる細菌への汚染やマイクロプラスチック汚染の
心配もなく、よりクリーンな製品であり、賞味期
限の長期化も期待される。乳糖フリーの人工ミル
クの事例のように、アレルギー物質を除去するこ
とも可能であり、より付加価値の高い商品を作り
出す可能性を秘めている。

培養肉（クリーンミート）
培養肉とは、再生医療技術を用いて筋肉細胞を

培養して作られる食肉のことで、世界的には
「Clean Meat （クリーンミート）」と呼称されてい
ることが多い。

世界で培養肉を研究するスタートアップ企業は
日本、米国、オランダ、イスラエルが先行してい
る。培養肉のメリットの一つには、安全性が挙げ
られる。食肉の生産、加工のプロセスには常に食
中毒の原因となる病原菌が混入する危険性がある
が、ほぼ無菌状態で培養される培養肉ではその危
険性を低減させることができる。加工プロセスの

図表 5　細胞農業（培養肉を除く）の開発に取り組む米国スタートアップ企業
企業 種類 内容

Finless Foods（米国） 培養魚肉
2017 年創業。マグロやスズキなどの魚の幹細胞を培養して魚肉を製造。既にすり身の製造に成功し
ており、2019 年末にはコスト低減により本マグロと同等価格での提供を目指す。培養魚は天然魚で
問題となっているマイクロプラスチック汚染の懸念がない。

Perfect Day（米国） 人工ミルク

ビールの製造などに利用されるクラフト醸造に類似したプロセスを利用し、遺伝子組み換え酵母と発
酵技術を用いて乳牛と同じタンパク質（カゼインとホエイ）を製造。植物由来の脂肪と栄養分を加え
ることで乳糖フリーの人工ミルクとなる。酵母の遺伝子組み換えには、3Dプリンタを利用して牛の
DNA配列を再現したDNAをイースト菌に注入する。

Sugarlogix（米国） 人工母乳糖
2017 年カリフォルニアにて創業。母乳に含まれる糖類（2 ‒ フコシルラクトース）を酵母を用いて
人工合成する技術を開発。腸内細菌を整える働きがある。既に米 FDA（アメリカ食品医薬品局）の
承認取得済み。

Clara Foods（米国） 人工卵 2014 年サンフランシスコにて創業。酵母を用いて人工卵白を開発。
サルモネラ菌に感染する可能性がないので、生でも安心して摂取できる。

Modern Meadow（米国） 皮革製品

ニュー・ジャージー州のスタートアップ企業。動物の皮膚から摂取した天然のコラーゲンを培養し、
カスタマイズした DNA を細胞に注入して細胞分裂を起こさせる「バイオファブリケーション
（biofabrication)」により人工的に細胞を成長させる。
「本物の」皮のレイヤー効果は「3Dバイオプリンティング」により再現。

Ginkgo Bioworks（米国） 香料・微量成分

2008 年創業、ボストンに拠点を置くバイオテックのスタートアップ企業。微生物から顧客の希望す
る香料や味覚成分などの微量成分を製造。「Bioworks1」と呼ばれる培養工場を設立、微生物培養プ
ロセスを自動化し、質の高いDNA合成から成分分析、培養作業を行う。
2015 年 8月に味の素と業務提携。

出所：各種報道資料から筆者作成
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費用低減にもつながる。また、培養肉では従来の
製法と比較して温室効果ガスを 96% 削減できると
いう研究結果もあり、環境面からも注目を集めて
いる。

DIYバイオから広がる培養肉研究
培養肉を含む細胞農業の研究は、DIY バイオと

いう小規模で「個人的な」取り組みから始まった
研究開発が、新たな社会イノベーションに発展す
る可能性を秘めているという点が興味深い。

DIY（Do It Yourself）バイオとは、個人や小規
模な団体が、大学や企業などとは異なるアプロー
チで、自宅などにおいて遺伝子組み換えやゲノム
編集などのバイオテクノロジーの研究開発に取り
組むムーブメントのことで、「バイオハック（バイ
オハッキング）」とも呼ばれている。この DIY バ
イオが近年欧米を中心に急速に広がっている。
DIY バイオが普及を続ける背景の一つには、2000
年代に入り、技術進歩により遺伝情報の解読が安

価かつ短時間で可能となったことが挙げられる。
ヒトの遺伝情報解読に要するコストは、この 17
年で 8 万分の 1 まで低下している 5。また、遺伝
子関連研究・産業の広がりにより、実験に必要な
機器・培地などのコストも下落している。冷蔵庫
や電子レンジ、扇風機など日用家電を用いて、自
宅のキッチンやガレージにおいて、クラゲやホタ
ルの遺伝子を用いた遺伝子改変により「光る植物」
や「光るビール」を作ったり、遺伝子改変により
犬の遺伝病の治療を試みる 6 など、まさに「日曜
大工」感覚で DIY バイオを趣味として気軽に楽し
む人が増えてきているのだ。

日本のDIYバイオ「Shojinmeat Project」
の取り組み

日本でも DIY バイオの動きが広がりつつある。
「Shojinmeat Project」は、2014 年に研究者、バイ
オハッカー、学生、イラストレーターらが集まり、

「純肉（培養肉）」の実用化を目指すために結成さ

5    アメリカ国立衛生研究所調べ（2001 年：105 億円→ 2017 年：12.3 万円）
6    クローズアップ現代＋「あなたが “夢の発明” の主役 !? DIY バイオ最前線（2018 年 6 月 25 日（月））」

図表 6　培養肉の開発に取り組むスタートアップ企業
企業 種類 内容

Super Meat（イスラエル） 培養肉

2015 年テルアビブにて設立。鶏から抽出した細胞を培養した「Clean Meat」の開発。3年以内に現
在販売されている従来の鶏肉製品と同価格で「Clean Chicken」を販売することを目指す。さらには
低脂肪肉や脂肪フリーの肉、栄養強化肉など消費者のニーズに合わせた製品開発を目標とする。
2018 年 1月、ドイツの食肉畜産大手PHWなどから 300万米ドルを調達。

Mosa Meat（オランダ） 培養肉
2013 年に世界初となる牛から採取した細胞を基に製造した人工肉ハンバーガーを発表したオランダ
のマーストリヒト大学のスピンアウト企業。Google 設立者の一人であるセルゲイ・ブリン氏が出資。
2020 年頃には高級レストランをターゲットに$11程度のハンバーガーを提供することを目指す。

Menphis Meat（米国） 培養肉

サンフランシスコのベイエリアに拠点を構えるベンチャー企業。牛、豚、鶏などから採取した幹細胞
を培養した人工肉を開発。マイクロソフト創業者のビル・ゲイツやリチャード・ブランソンら投資家
や米食品大手タイソンやカーギルなどが1,700万ドルを出資。2021年までにコスト低減と大量生産、
販売を目指す。

Hampton Creek（米国） 植物性卵製品
培養肉

2012 年設立。植物性タンパク質を用いてマヨネーズやクッキーなどの卵製品の代替品を製造販売。
2015 年三井物産が 1,500 万ドル出資。
2017 年、細胞培養による培養肉の開発を進めていることを公表。2018 年中の販売を目指す。

インテグリカルチャー（日本） 培養肉
細胞培養技術を用いた食料生産「細胞農業」に取り組む。ベンチャーキャピタル（VC）などから 3億
円を調達し、2019 年末から 20年頃に商業用の生産設備を建設する計画。健康食品や化粧品の原材料
成分の量産化、人工肉の大量生産を目指す。

出所：各種報道資料から筆者作成
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経営センサー　2018.9
2222

7    （株）リバネスは科学技術の教育・人材・研究支援や研究機関やベンチャーと企業とをつなぐオープンイノベーションなどを手
掛ける。2018 年 3 月には東アジア圏初となる「第 1 回細胞農業会議」を主催したり、実験教室を開催するなど細胞農業の普及
にも取り組んでいる。

8    GMP とは Good Manufacturing Practice の略で、製造所における製造管理、品質管理の基準のこと。

れた組織である。スタートアップ支援を手掛ける
（株）リバネス 7 が 2015 年 10 月に主催した「第 2
回アグリサイエンスグランプリ」にて最優秀賞を
受賞した。2016 年には細胞農業の産業化を目指す

「インテグリカルチャー（株）」をスピンオフする
一方で、今なお Shojinmeat Project は「バイオ技
術と細胞農業の民主化」をモットーに市民科学

（Citizen Science）主導での技術の普及と社会コ
ミュニケーション活動を行っている。活動には誰
でも参加可能で、作り方そのものを公開すること
で個人の研究を支援し、従来の遺伝子組み換え技
術で見られた特定の大企業による技術独占への対
抗軸となることを目指している。「細胞農業の民主
化」とは、学術研究をヒントに、一般市民が公開
された知識をベースに研究・活動を行って民意を
形成し、産業が民意に添って大規模化と社会実装
を進めるという、市民主導型の新たな産業アプ
ローチといえよう。

注目されるインテグリカルチャーの動き
Shojinmeat Project からスピンオフし、アジア

で唯一、培養肉の開発を手掛ける日本のインテグ
リカルチャー（株）は、安価で大量に細胞を培養
する技術を開発しており、世界がその動向に注目
している。

培養肉の分野では、2013 年にオランダ・マース
トリヒト大学のマーク・ポスト教授が世界初の培
養肉で作ったハンバーガーを発表して注目を集め
たが、その際の開発費は 1 個 3,500 万円という膨
大な費用を要している。

培養肉を既存の食肉と同程度の価格で商品化に
つなげるためには、①安価な培養液、②生産の大
規模化と省力化による設備費・人件費の削減、
③高付加価値化が不可欠となる。

そこでインテグリカルチャーでは、①食品グ
レード培養液の使用、②大型培養プラントの開発・
建設、③生体組織工学技術を活用し、味や食感の
再現に取り組んでいる。

同社では、通常の培養液に含まれる牛胎児血清
を一般の食品を原料とする FBS 代替物に置換す
ることで培養液の価格を大幅に低減し、従来の 1
万分の 1 以下の 10 円 /ℓ 以下に抑えることに成
功した。さらには成長因子を転嫁せずに培養する
システムを開発。この培養システムと独自の培養
液を用いて目的細胞を培養することにより、一部
の種類の細胞については細胞質 100g につき 1 万
円以下の原価で培養が可能となった。

同社は、今後更なる価格低減と生産システムの
大規模化を目指しており、2018 年にパイロットプ
ラントを製作、2019 年末から 2020 年初にかけて
商業プラント第 1 号基を建設予定である。プラン
トはいずれも GMP グレード 8 を目指しておらず、
2020 年には化粧品、健康食品向けの原材料の供給
を開始し、その後化粧品、健康食品、一般食品向
けに細胞農業製品を供給していく計画である。さ
らに 2020 年代半ばには現行の食肉と同等の価格
での培養肉製造を実現し、世界の食肉需要の高ま
りに対して持続可能な供給手段を提供することを
目指している。

細胞農業の可能性－多様な業種に参入機会あり
場所を選ばない細胞農業は、究極の都市型の

「未来の農業」であり、従来の畜産業・食糧産業に
革命を起こしうる。大規模化にこぎつければ、世
界の食糧・食品メジャーの構図を変えるインパク
トを与えることが予想される。注目すべきは、細
胞農業には 3D プリンティング、遺伝子組み換え、
再生医療技術などの最先端技術が使用されている

産業経済
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9    酵素や微生物などの生体触媒を用いて物質の合成や分解を行う装置やシステム。
10    生体から単離した細胞や、遺伝子組み換え細胞が、一定の性質を保ったまま、長期間にわたって安定的に増殖・培養できる状

態になったもの。
11    再生医療において、細胞の分化・誘導を促進し、組織を再生させる足場となるための材料。生体由来の細胞外マトリックスや、

生体吸収性の高い化学合成物質など。

点である。再生医療と同じ技術を用いた細胞農業
の産業化においては、培養液、バイオリアクター9、
細胞株（セルライン）10、細胞足場（スキャフォー
ルド）11、サプライチェーン・流通などの関連市
場が期待される。例えば素材産業では、帝人が再
生医療市場向けにナノファイバーの高分子技術を
活用した細胞足場材料の開発に取り組んでいる。
素材産業だけでなく、製薬・機能性食品や植物工
場、食糧工場、バイオ製造業、食品ブランディン
グ、再生医療への応用など幅広い業界への波及効
果が期待される。また、今後は再生医療メーカー
や食品メーカーが細胞農業へ参入する可能性もあ
るだろう。

細胞農業、特に日本で産業化に向けた研究開発
が先行する「培養肉の市場化」に向けた課題は、
法規制への対応である。培養肉は畜産物か、それ
とも加工肉かという定義から始まり、飼料安全法
や薬事法、食品衛生法や食品表示法など各種法規
制をクリアする必要がある。特に培養過程で不可
欠な抗生物質や成長因子の外部添加は、法規制の
ハードルが高い。

また、細胞農業は動物の殺生を伴わない食肉の
生産であり、既存の畜産業へ与える影響や、再生
医療技術への応用、ハラールやコーシャにとって
の食肉の定義など、食文化や宗教観念を大きく変
える可能性がある。Shojinmeat Project では文化
的・宗教的な生命倫理観を切り離せない課題とし
て、芸術系や文科系人材も活動に参加して培養肉
の研究開発とともに、培養肉の普及に向けたアー
ティスト支援や生命倫理観勉強会などを積極的に
行っている。これまでにない全く新しい食文化が
開花し、市場が拡大するかどうかは、テクノロ
ジーとの融合だけでなく、分野をまたいだ社会的
コミュニケーション活動により、いかに市民が新

たな食文化を受容し、民意に添った産業化に進め
るかどうかにかかっているといえるだろう。

フードビジネスは飽和しない成長産業
三菱総合研究所の試算によると、世界人口の拡

大、経済発展に伴う一人当たり所得の増加、高齢
化と食の多機能化によって、世界のフードビジネ
ス は 2011 年 か ら 2030 年 に か け て 1.7 倍 の 約
1,400 兆円へと拡大すると見込まれている。例え
ば所得の増加に伴い、中国や ASEAN 諸国などに
おいても肥満や糖尿病などの問題が深刻化してお
り、「食 × 健康」市場は、先進国のみならず新興
国においても拡大が見込まれる。このように、高
品質、高機能、健康、安心、安全をキーワードに
豊かな食への需要は拡大を続けることから、フー
ドビジネスは飽和しない産業として成長が期待さ
れている。

中でも食と新たなテクノロジーの融合である
フードテックは、生育に必要な水や飼料などの投
入量を減らし、生産効率を上げるだけでなく、家
畜の排せつ物による土壌・水質汚染や温室効果ガ
スの発生を抑制し、環境負荷低減にもつながると
期待される。さらには、飼育や加工過程で生じる
各種感染症への汚染や、マイクロプラスチック汚
染などの懸念がなく、クリーンかつ栄養価を高め
た高付加価値食品を生み出すことが可能である。
アレルゲンフリー、ミート（食肉）フリー、細菌
フリー、乳糖フリーなど、フードテックが生み出
す新たな付加価値は価格に転嫁しやすく、同じく
成長産業であるヘルスケア産業とも親和性が高い
といえる。

フードテック産業発展の可能性は日本にもある
高機能や健康、食の安全など、若者を中心とし

フードテックが生み出すバイオエコノミーの新潮流
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た消費者の食の嗜好の変化を受け、General Mills
（米）や Campbell Soup（米）、Kellog（米）などの
米国老舗食品大手企業は、相次いでコーポレート
ベンチャーキャピタル（CVC）を立ち上げ、フー
ドテック企業を含めた食品企業への積極的な投資
に 乗 り 出 し て い る。 注 目 す べ き は、Google 
Ventures（米）などの異業種のベンチャーキャピ
タルや著名な個人投資家からも、フードテックは
成長産業としていち早く注目を集め、巨額の資金
が投じられている点である。投資対象となったシ
リコンバレーのフードテック企業は、食に対して
高い意識を持つ若者をターゲットに、SNS を通じ
た積極的なプロモーションによって若者の関心を
集め、「食糧問題の解決」というビジョンも共感を
生み、急速にブランド力を向上させてきた。IT ビ
ジネスと豊かな食文化が融合するサンフランシス
コにおいては、住民の食への関心が高いことから、
多様なフードテック企業が誕生している。

同様の土壌は、日本にも存在しているといえ
る。高い技術力に加え、多様な食文化を有し、
人々の健康や安心・安全への関心の高さは世界随
一である。今後、日本においても、フードテック
を手掛けるバイオベンチャー企業が活躍できる産
業エコシステムを確立する必要がある。ベン
チャーキャピタルによる投資に限らず、クラウド
ファンディングによる食への意識の高い支援者か

らの資金調達、既存の食品企業にとどまらず多様
な異業種企業とのオープンイノベーションによる
研究開発、ビジネスモデル創出が市場拡大のカギ
となろう。フードテックの産業化においては、国
内市場だけでなく、グローバル市場を見据え、
SDGs の観点から世界的な課題解決に貢献し、持
続可能な発展と経済成長を両立させるバイオエコ
ノミーの発展という視点が必要である。今後、日
本のフードビジネスに多様な業種が参入し、グ
ローバルな競争力をもつ成長産業として発展する
ことを期待したい。
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