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1    特に農業分野における AI、センサーなどの IT、ロボット、ドローン、植物工場などの技術活用を「アグリテック」と呼ぶ。日本
では、農林水産省が推進する「スマート農業」がアグリテックと同じ位置づけである。ここでは広義のフードテックとしてアグ
リテックを含めるが、フードテックとアグリテックの 2 分野を総称してアグリ・フードテックとも呼ぶこともある。

Point
❶	 	近年のデジタルトランスフォーメーション（DX）の波は農業や食の領域にも押し寄せ、食と IT と
が融合した食のフードチェーンに関わるさまざまなイノベーションが生み出されている。「食の IT
革命」とも称されるフードテックは世界で700兆円規模の市場が期待され、米国や中国を中心に
投資が加速している。日本においても、フードテック振興に向け、官民の連携した取り組みが進ん
でいる。

❷	 	3Dフードプリンターとは、3次元（3D）の設計図を基に材料の層を蓄積させ、立体物を造形す
る3Dプリンターを食品分野へ応用した機械である。柔軟性、再現性、カスタマイズ、オンデマン
ドという特徴から、食品ロスや環境問題といった食に関わる社会課題を解決するとともに、便利か
つ楽しく、個人の嗜

し

好
こう

やニーズに合わせた新たな食の価値を提供することが可能と期待されている。
❸	 	本稿では、フードテックの中でも宇宙食や代替肉、培養肉、食のパーソナライズ化、フードロスな
ど特に注目度の高いテーマに幅広く関連する3Dフードプリンターに着目し、その可能性について
考察する。

1．フードテックで社会課題を解決
　近年のデジタルトランスフォーメーション（DX）
の波は農業や食の領域にも押し寄せており、この
数年で「フードテック」という言葉を頻繁に耳に
するようになった。フードテックとは、食とテク
ノロジーを融合させた新たな技術で、IoT や AI、

ロボットやドローンなどを活用した農業生産 1 や
バイオ技術を用いた生産から、ロボットで自動化
された食品製造・加工、植物肉や培養肉、昆虫食
といった代替タンパク質や完全栄養食などの次世
代型食品開発、IoT を活用してトレーサビリティ
を確保・食材の鮮度を維持する物流、調理ロボッ
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2    クラウドキッチンとは、飲食スペースを持たずネット注文とデリバリーに特化したビジネスモデル。ウーバーイーツなどのデリバ
リーサービスと連携して宅配を業務委託した個人に任せることで、料理人は調理に専念することができる。実店舗を持たないこ
とから、ゴーストキッチンとも呼ばれる。1 つのレンタルスペースの厨房を複数の店舗オーナー・料理人が共同利用する「シェア
リング・クラウドキッチン」の形態もある。

3    キッチン OS とは、IoT 化した調理家電（スマート家電）をスマートフォンのアプリと連携してインターネット経由で読み込ん
だレシピを自動で調理させ、食材の EC サイトともつなげて買い物も可能なプラットフォーム。食材調達、レシピ検索、調理と
いう一連の行動をデータでつなげることが可能となる。

トやクラウドキッチン 2 などの小売り・外食産業、
宅配ロボットを用いたデリバリー、インターネッ
トとスマート家電が連携するスマートキッチンや
キッチン OS3 と呼ばれる家庭での調理、廃棄物に
至るまで、食のフードチェーンに関わるさまざま
なイノベーション全体を指す。
　世界人口の拡大、経済発展に伴う 1 人当たり所
得の増加、高齢化、新たな技術の進展とともに、
食への需要は高品質、高機能、健康、安心・安全
をキーワードに量と質の面でニーズが多様化する
とみられ、世界の食産業は飽和しない産業として
高い成長が期待されている。食産業は裾野が広い
産業であることから、雇用面でのポテンシャルも
大きいことが特徴だ。

　一方、食にまつわる社会課題として、貧困層の
飢餓やタンパク質危機、栄養不足、肥満・病気、
食品ロス、家畜による温室効果ガスの排出、水産
資源の乱獲などを抱えている。さらには、深刻さ
を増している少子高齢化による労働力不足や、感
染対策としての非接触ニーズという新たな社会課
題に対しても、食業界は対応が迫られている。こ
れらの社会課題の解決と対応する SDGs（持続可
能な開発目標）の達成に向け、ビジネスを通じた
解決への取り組みが加速しており、ヘルスケアや
サステナビリティ、モビリティといった切り口で
異業種からの参入も進み、「食の IT 革命」とも称
されるフードテックという革新的な技術が次々と
生み出されている（図表 1）。

図表 1　食に関する社会課題とフードテック関連技術

栄養不足 
タンパク質危機 
食料安全保障 

肥満・病気 
汚染リスク 

少子高齢化
労働力不足

 非接触 
 

食品ロス CO2削減 水産資源の 
乱獲 

食品業界に関連する 
主要な社会課題と 
SDGs 

生産 
代替タンパク質（植物肉、培養肉、昆虫食、藻、微生物・発酵） 
宇宙食 
ゲノム編集 
完全栄養食、機能性食品、バイオ食品 
3Dプリンティング 
個人の健康データに応じた食のパーソナライズ化 
 

アグリテック 
（AI、IoT、ドローン、収穫ロ
ボット、自動走行トラクター、
垂直農法、植物工場） 

陸上養殖 
培養魚肉 

製造・加工 

フードテック×サステナビリティ 

物流 

フードテック×ヘルスケア 

パッケージ技術（品質・
鮮度保持、バイオ素材） 
コールドチェーン 
AI・IoTによる食材鮮度
維持・管理、トレーサビ
リティ、需給最適化 
フードシェアアプリ 

小売り・外食 調理ロボット 
クラウドキッチン 

宅配ロボット 
ドローン 

フードデリバリー 
移動型店舗 

フードテック×モビリティ 

調理 

廃棄物管理 

スマート家電 
キッチンOS 

食品廃棄物の再資源化 

出所：各種資料より筆者作成
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2．日本のフードテック投資規模は小さい
　フードテックは、2025 年には世界で 700 兆円規
模の市場に成長すると予測されており、米国や中
国を中心に各国で投資が拡大している。フードテッ
クへの投資が最も盛んな米国においては、代替タ
ンパク質、ゲノム編集、宅配ロボットを含む食料
品のデリバリー、DNA 検査と食生活提案の複合
サービスなどさまざまなビジネスが誕生してい
る。また、中国では、近年食の安心・安全に関す
る意識の高まりから、食料品の品質向上、外食産
業における安心・安全システムの開発などが加速
している。米調査会社 AgFunder の報告によると、

フードテックへの投資は年々増加しており、2020
年推計では 305 億ドル（約 3.3 兆円）と、2014 年
の 64 億ドルから 6 年で約 4.8 倍に投資規模が拡大
している（図表 2）。特にフードテックで世界を先
導するのが米国であり、2020 年の米国の投資額は
132 億ドルに上る。一方、日本の投資額は 2.08 億
ドルと、2018 年の 0.88 億ドルから 2 年で約 2.4 倍
に増加したものの、世界最大の投資額を占める米
国（132 億ドル）や中国（48 億ドル）、インド（18
億ドル）などと比較するときわめて小さい状況で
ある（図表 3）。
　そのような中でも、日本企業としてはソフトバ

図表 2　世界のフードテック分野への投資額推移

64

106
89

122

202
226

305

0

50

100

150

200

250

300

350

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020（推計）

（億ドル）

89

出所：AgFunder「AgFunder AgriFood Tech Investment Report」

図表 3　フードテック分野への各国投資額比較（2020 年）
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ンクグループがフードテックへの投資を加速して
いることには注目しておきたい。同社は AI を活
用した独自の垂直農法に取り組む米国の植物工場
ベンチャー Plenty や、インドのフードデリバリー
Swiggy、空き駐車場にキッチンコンテナを設置し
フードデリバリーを行う米国の REEF Technology
など、アグリフード関連の世界のスタートアップ
企業へ巨額の投資を行っているほか、グループ会
社のソフトバンクロボティクスは、米国のロボッ
トベンチャーと共同で配膳・運搬ロボットを開発
し、市場に投入している。また、トヨタとの合弁
で進めている MONET コンソーシアムにおいて
も、モビリティ×飲食・小売り・物流の改革を目
指すとしている。今後、出資先のノウハウを生かし、
モビリティと掛け合わせたフードテックに関する
新規ビジネスが創出される可能性があろう。

3．政府もフードテック産業振興の旗振り
　外国政府においても持続可能な食料供給を可能
とするフードテックへの関心が高まっている。欧
州グリーンディール政策の一環として EU が 2020

年 5 月に発表した新たな食料政策「Farm to Fork
（農場から食卓まで）」戦略においては、植物や藻類、
昆虫などの代替タンパク質に関する研究開発を重
要視している。また、米国ではバイオテクノロジー
などの新興技術が輸出管理対象となるなど、新興
技術をめぐる国際競争が始まっている。
　日本政府もこうした状況に危機感を抱いており、
農林水産省は国内のフードテック振興とサプライ
チェーン連携強化に加え、食料安全保障強化の観
点から 2020 年 10 月に「フードテック官民協議会」
を発足させた。協議会においては細胞農業、昆虫
ビジネス、宇宙食、ヘルス・フードテック、スマー
ト育種、プラントベースフード（植物性由来食品）
など 9 つの作業部会が置かれ、各分野における課
題整理や法的規制整備、政策提案など官民が連携
して議論が進められている。
　また、経済産業省もフードテックの可能性を高
く評価しており、特に日本のフードテックの強み
が生かせる領域として、植物タンパク質の加工技
術やコールドチェーン、調理ロボットなどの技術
を挙げている（図表 4）。

図表 4　日本のフードテックの強みを生かせる領域（仮説）

出所：経済産業省 METI Journal「経産省がなぜフードテックの旗を振るのか」を基に一部筆者加工

加速する食のDX：フードテック
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　2021 年 4 月末にはジェトロが海外市場でフード
テック技術を活用して新たなビジネスを行う中小
企業を支援するための補助金の公募を行っており、
海外でのフードテックビジネス創出やビジネスモ
デルの輸出を促進するとしている。

　次節以降では、フードテックの中でも宇宙食や
代替肉、培養肉、食のパーソナライズ化、フード
ロスなど特に注目度の高いテーマに幅広く関連す
る 3D フードプリンタ―に着目し、その可能性に
ついて考察する。

4．3Dフードプリンターの可能性
　3D プリンターとは、3 次元（3D）の設計図を
基に材料の層を蓄積させ、立体物を造形する機械
であり、1980 年代から実用化が進んできた。樹脂
や金属、セラミックなどの素材を原料として、工
業用品や金型など製造業のほか、医療や建築など
の分野でも活用が広がっている。3D プリンターの
登場により、これまでの「同一規格化・大量生産
による低コスト化」から脱却し、大規模な設備を
持たずに短納期で小ロットをオンデマンドで生産
することが可能となった。
　3D プリンターを食品分野へ応用した「3D フー
ドプリンター」は、2016 年ころから食品メーカー
や先進的なレストランなどで導入され始めた。さ
まざまな市場会社が 3D フードプリンティング（食
品印刷）の世界市場に関する予測を行っているが、
2025 年ころまでに 4 億〜 10 億ドルと予測の幅が
大きい。現状 3D フードプリンターは一般的に普
及しているとはいえず、今まさに黎明期にある技
術であり、今後普及の道をたどるのかが注目され
る。
　3D フードプリンターの技術には、熱で溶かして
チョコレートやグミなどを立体成型する「熱溶解
蓄積法」や、タンパク質や脂肪など食べることが
可能なフードインクをセットしてピザ生地などを
出力する「インクジェット法」などがある。
　また、3D フードプリンターには、食材や食感に

対する柔軟性、データに基づく再現性、個人の好
みに応じたカスタマイズ、サプライチェーンにと
らわれず必要なときに必要なものを必要なだけ作
るオンデマンドといった特徴が挙げられる。これ
らの特徴を生かし、3D フードプリンターは食品ロ
スや環境問題といった食に関わる社会課題を解決
するとともに、便利かつ楽しく、個人の嗜好やニー
ズに合わせた新たな食の価値を提供することが可
能と期待されている。

5．NASAも宇宙食での活用に注目
　3D フードプリンターが注目されるようになっ
たきっかけは、NASA が 2013 年に 3D フードプリ
ンターを開発する米国のベンチャー企業 SMRC に
12 万 5,000 ドルを出資したことである。NASA は
人間が宇宙ステーションというきわめて限られた
空間で長期滞在する際に、3D フードプリンターを
用いれば簡単にピザやハンバーガーなどの食べ慣
れた食事を作り出すことが可能と考えたのである。
　宇宙食での 3D フードプリンターの活用につい
ては、日本においても検討が進められている。
JAXA やリアルテックファンドなどが主催する

「SPACE FOODSPHERE」は、地球と宇宙の食の
課題解決を目指す共創プログラムであり、食品・
システム開発・不動産などの民間企業や専門家が
参画している。同プログラムでは、「完全資源循環
型かつ超高効率な食料供給システム」と「閉鎖空
間の QOL を飛躍的に高める食のソリューション」
という 2 大テーマに取り組み、超効率植物工場、
細胞培養や微細藻類等のバイオ食品リアクター、
生態系維持ロボット、3D フードプリンターなどの
技術に関して、地球と宇宙での社会実装を目指す
としている（図表 5）。同プログラムに参画する
OPEN MEALS は、食をデータ化して転送、3D
フードプリンターで出力・再現する技術の開発を
行っており、2018 年に米国で開催されたテックイ
ベントにおいて、握り寿司をデータ化して遠隔に
転 送 し、 元 の 寿 司 を 再 現 す る「 S U S H I  
TELEPORTATION」構想を公開して注目を集め
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た。同社はこの「食転送」技術を宇宙空間へ応用
することを検討しており、地球上から宇宙ステー
ション内の飛行士に寿司などの料理を送ることが
可能になる日もそう遠くないかもしれない。

6．今注目の代替肉や培養肉へも活用
　3D フードプリンターは、大豆などの植物性タン
パク質を原料とする代替肉の成型加工においても、

「肉らしさ」が再現可能な技術として注目されてい
る。イスラエルのスタートアップ企業 Redefine 
Meat は 3D フードプリンターを用いて植物ベース
の代替肉ステーキを作る技術を開発した。3D プリ
ンティング技術により、従来の方法ではできなかっ
た複雑な形状を作り出すことが可能となり、本物
の肉に見た目や食感、風味がそっくりな 3D プリ
ント肉が出来上がるという。2021 年前半には、同
国内のレストランや高級肉専門店などで 3D プリ
ンタ肉を販売開始予定としている。

　また、3D フードプリンターは動物細胞を組織培
養して得られる培養肉においても活用が期待され
ている。2021 年 2 月、イスラエルの培養肉スター
トアップ企業 Aleph Farms は、牛から抽出した生
きた細胞を 3D プリントし、血管のような独自の
システム内で培養して成長・分化・相互作用させ
ることで、本物のステーキ肉のように筋肉や脂肪
分を含む培養リブロース肉の開発に成功した。同
社は 2022 年ころまでにイスラエル国内で培養ス
テーキ肉の販売を目指すとしている。
　生きた細胞をプリントする技術を 3D バイオプ
リンティングといい、再生医療などの分野で注目
されているが、それを培養肉へ応用することで食
肉動物を大量に屠殺することなく、畜産過程にお
ける温室効果ガス排出量を削減することが期待さ
れる。食肉や魚介類などの細胞により食料を生産
する細胞培養技術は、日本や米国、シンガポール
など各国で技術開発が急速に進められており、

図表 5　SPACE�FOODSPHEREが描く究極の食のソリューション例

出所：（一社）SPACE FOODSPHERE ホームページ

加速する食のDX：フードテック
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2020 年 10 月には米国のスタートアップ企業 Eat 
Just が世界で初めてシンガポール政府の承認を受
け、一部レストランにおいて提供を開始した。他
にも、米 BlueNalu による培養魚肉や、日本のイン
テグリカルチャーによる培養フォアグラ、シンガ
ポールの Shiok Meats による培養エビ肉などさま
ざまな代替タンパク質の開発が進んでおり、各国
は上市に向けた安全性の確保や表示規制などの
ルールづくりに動き始めている。
　米国においても培養肉商品は早ければ 2021 年
には上市される可能性があるが、現在の培養肉技
術の課題の 1 つに、筋組織の再現による「肉の食
感」を生み出す技術が挙げられる。現状のバイオ
リアクターによる細胞培養技術ではペースト状の
肉細胞が得られることから、まずはハンバーグや
チキンナゲットなどの加工食品として供給される
見込みである。各社は次の開発ステップとして、
ステーキ肉など肉そのものの食感を生み出すこと
を目指しているが、そこで必要とされるのが筋肉
細胞への分化や細胞の組織化であり、コラーゲン
などの可食材料を細胞の足場として 3 次元培養す
る技術 4 や細胞足場を用いない全組織培養の研究
などが進められている。
　今回、Aleph Farms が 3D バイオプリンティング
技術を用いてステーキ肉の開発に成功したことで、
牛・豚・鶏などさまざまな食肉に関して、形状や
食感、栄養素が異なるさまざまな種類のステーキ
肉が 3D フードプリンターを用いて製造可能であ
る可能性を示したともいえる。2021 年 1 月に
Aleph Farms は三菱商事と提携し、日本における
培養肉の販売に向けた基盤づくりの検討を開始し
ている。また、Aleph Farms は 2019 年 10 月にロ
シアの研究機関と共同で、宇宙空間における小規
模な筋組織の 3D プリンティングに成功しており、
前述した宇宙食での活用としても 3D バイオプリ
ンティングは今後の開発動向が注目される。

　さらには、豊富な栄養素や生産の容易さから代
替タンパク源として注目されている昆虫食に関し
ても 3D フードプリンターの活用が検討されてお
り、英国では昆虫食のための 3D フードプリンター
も開発されている。代替肉や培養肉といった新た
なタンパク質の普及やそれらの宇宙食としての活
用には、3D フードプリンターが鍵の 1 つとなる
だろう。
　
7．食のパーソナライズ化の可能性
　ここまで宇宙食や培養肉など先端技術における
動向を紹介してきたが、3D フードプリンターはわ
れわれの生活により身近な分野での活用も期待さ
れている。農林水産省も 3D フードプリンターの
可能性に着目しており、政策提言を推進する「政
策 Open Lab」が 2018 年に発表した報告書では、
3D フードプリンターの特徴として、①形状・食
感・素材に対する「柔軟性」、②データに基づく 

「再現性」、③個人のデータに合わせて最適な栄 
養・食感・香り・色を調整する「カスタマイズ」、
④必要なときに必要なものを必要な場所で作る「オ
ンデマンド」の 4 つを挙げている。これらの特徴
から、人手不足の業界での活用や災害食での利用
に加え、3D フードプリンターは「食のパーソナラ
イズ化」に大きく貢献するとされる。
　近年の健康意識の高まりに加え、アレルギー対
応やベジタリアン・ヴィーガンといった食習慣の
違い、宗教上の理由による食材制限、介護食や離
乳食など年齢に応じた食事、完全栄養食など、個
人の嗜好や食のニーズ、ライフスタイルに応じた、

「パーソナライズ化」された食への需要は高まって
いる。また、海外では、ユーザーの遺伝子情報や
血液検査、基礎代謝などの健康データを解析して、
個人の健康状態に最適な食事プランやレシピなど
を提案する米国の Habit など、個人データと連携
した食のパーソナライズ化のビジネスが多数存在

4    2019 年 3 月、日清食品ホールディングスは、東京大学と共同で牛肉由来の細胞をコラーゲンゲルの中で立体的に培養することに
より、サイコロステーキ状の筋繊維を世界で初めて作製した。
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している。
　今後期待されるのが、3D フードプリンターを活
用した食のパーソナライズ化である。英国の
Nourished は、3D フードプリンターを活用した世
界初のパーソナライズ化サプリメントを手がけて
いる。ユーザーの健康状態やライフスタイルなど
を分析して得られた最適な栄養素を原料に、パー
ソナライズ化されたサプリメントを 3D フードプ
リンターで出力し、定期的に発送する。また、国
内の 3D プリンターの研究開発を牽引する山形大
学では、柔らかい素材が出力できる 3D ゲルプリ
ンターを世界に先駆けて開発しており、米由来の
ゲルなどを原材料とした介護食への応用が模索さ
れている。
　業務用 3D フードプリンターの価格は 40 万円程
度と一般的な普及には至っていないが、将来低価
格化が進めば、一家に 1 台設置された 3D フード
プリンターに個人の年齢や健康データなどの個人
データや嗜好データを入力することで、栄養面や
嗜好面がマッチングされた完全個別食が自宅で簡
単に出力される、そんな未来が現実味を帯びてき

た（図表 6）。

8．フードロス削減への貢献も期待される
　3D フードプリンターを活用することで、現場で
必要とされるものを必要なタイミングで必要な量
だけ生産することが可能となり、フードロスの削
減に貢献すると期待される。さらには、フードロ
スや廃棄の削減手段として、余剰農産物や規格外、
副産物などの「食べられるけれども食べられてい
ない」食材を原料とし、3D フードプリンターを用
いて栄養機能や嗜

し

好
こう

性に優れた食品に再加工する
ことが検討されている。
　農林水産省ではムーンショット目標 5「2050 年
までに、未利用の生物機能等のフル活用により、
地球規模でムリ・ムダのない持続的な食料供給事
業を創出」を掲げており、10 の研究開発プロジェ
クトを推進している。そのうちの 1 つに採択され
たのが、筑波大学の中嶋教授らによる「3D-AI シェ
フマシンによるパーソナライズド食品の開発」で
ある。同プロジェクトにおいては、余剰食材や規
格外農産品などの未利用食材を活用し、粉粒体な

図表 6　3Dフードプリンターを用いた未来の食のパーソナライズ化のイメージ

出所：オランダ応用科学研究機構（TNO）資料を基に農林水産省 政策 Open Lab「3D フードプリンタの影響と可能性について」

加速する食のDX：フードテック
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どのデジタル食材を開発するとともに、摂食中の
味や食感などの「おいしさ」を感じる食の特徴を
パターン化し、おいしさ統合データベースを構築
する。さらに、個々人の健康状態や嗜好に応じて
3D フードプリンターで食をデザインし、健康増進
や栄養不足の改善など、QOL（生活の質）の向上
とフードロス削減を同時に実現することを目指し
ている（図表 7）。

9．3Dフードプリンターの課題と今後の展望
　3D フードプリンターは新たな食品の開発とい
う点で大きな可能性を秘めているが、出力に要す
る時間が長く、食材の吐出技術開発、粘度や流動
性、保存性など最適な食材の開発、異物混入防止
や洗浄・殺菌などの衛生面、食材が直接触れる装
置部品の素材、装置コストや食材コストといった
課題が多く、製造できるメーカーが限られている。
さらに、設計データなどのソフトも不足している
のが現状である。
　各種 3D プリント技術の研究において世界的
リーダーといえるオランダは、3D フードプリン
ターに関しても国レベルで研究開発を推進してい
る。オランダのベンチャー企業である byFlow は、
実用レベルの 3D フードプリンターを生産する限
られたメーカーの 1 つとされるが、同国では 2018
年に期間限定で世界初の 3D プリント食レストラ
ンが開店するなど、先進的な取り組みが進められ
ている。また、欧州では 2012 〜 15 年にかけて、
3D フードプリンターの開発を手がけるドイツの

Biozoon 主導の下、オランダやデンマークなど
5 カ国においてパーソナライズ化された高齢者
の 食 事 を 3D フ ー ド プ リ ン タ ー で 製 造 す る
PERFORMANCE プロジェクトが行われるなど、
大規模な実証実験が実施された。
　3D フードプリンターは、フードロスや環境問題、
高齢化に伴う労働人口の減少や介護食の必要性、
人口増に伴うタンパク質不足といったさまざまな
社会課題の解決に資する技術として期待されると
ともに、代替肉や培養肉などの代替タンパク質や
宇宙食など新たな食技術との相性が高く、食品・
外食業界に限らず、介護、医療、宇宙など幅広い
分野で用いられ、革新的な食のイノベーションを
生み出すと期待される。3D フードプリンターに関
する技術は開発途上の段階にあり、今後の実用化
に向けては、3D フードプリンターによる独自の付
加価値の創出や多様な食材に応用できる汎用的装
置の開発が求められる。
　さらには、例えば 3D フードプリンターを健康
データや嗜好などの個人データと連動させ、パー
ソナライズ化されたレシピや食材を定期的に提供
するサブスクリプションビジネスなどは、デジタ
ルで人々の食・健康に革新的な変化をもたらす食
の DX となろう。こうしたビジネスモデルの構築
には食品業界に限らず、製造業や医療、IT や e- コ
マースなど異業種との連携が不可欠であり、フー
ドテックには業界を超えたオープンイノベーショ
ンによる新たな産業創出が期待されている。

図表 7　データ駆動型 3D-AI シェフマシンについて

出所：ムーンショット型農林水産研究開発事業「フードロス削減と QoL 向上を同時に実現する革新的な食ソリューションの開発」
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