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　環境汚染や食品ロスなど現代のフードシステム
が抱える社会問題や、食に対する消費者のニーズ
の多様化を背景に、「Food-Tech（フードテック）」
と呼ばれる領域への注目が高まっている。食にAI

や IoT、ロボット技術やバイオ技術などの最先端
テクノロジーを応用して新たな商品やサービスを
生み出すフードテックの市場規模は、2025年まで
に 700兆円規模に達するともいわれている。本稿
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Point
❶  世界規模のタンパク質需要の高まりと、タンパク質供給を支えている現代の工業型畜産業が抱える

問題、また動物愛護や健康意識の高まりを背景として、植物性代替肉や培養肉の研究開発が進んで
いる。

❷  植物性の原料だけでつくられた肉の代替品は昔から存在していたが、近年、新しく開発されている
植物性代替肉は、見た目も食感も本物の肉と遜色なく、菜食主義者以外の肉を食べる消費者層への
普及が拡大している。

❸  今後、3D バイオプリンティング技術の活用などのさらなる技術開発により、本物の肉と同等、も
しくはそれ以上の付加価値を持つ商品が現れるようになったとき、食肉業界に大きな変革をもたら
す可能性がある。

図表 1　植物性代替肉・培養肉

出所：Beyond Meat 社サイト　https://www.beyondmeat.com/ 出所：Mosa Meat 社サイト　https://www.mosameat.com/
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では、フードテックが世界的な関心を集める契機
となった植物性代替肉や培養肉について、その業
界動向や技術課題を紹介する。
　植物性代替肉は、フェイクミート、PBM（プラ
ント・ベース・ミート）とも呼ばれ、大豆やエン
ドウ豆などの植物由来の原料から生産され、既に
市場に流通している。培養肉は、クリーンミート
とも呼ばれ、特定の細胞を人工的に培養する「細
胞農業」により、本物の肉を生産しようとするも
のだが、商品化に向けた研究開発段階である。

1．畜産業の抱える問題
　世界的な人口増加に伴い食料需要量は増大する
一方で、食料生産に利用できる耕作地や水資源の
制約、地球規模の気候変動による収量の減少等の
懸念もあり、世界の食料需給は中長期的には逼
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することが予想されている。特に、畜産物の需要
量の伸びは大きく、新興国の経済発展による肉類
の消費の増大を背景に、2050年には 2010年比の
1.8 倍（13.98 億トン）に膨らむと予想されている 1。
欧米や中国においては、食肉が主要なタンパク質
供給源であるため、そう遠くない将来、タンパク
質の需要に供給が追いつかなくなる「タンパク質
危機」が起こるのではないかとも危惧されている。
　では、家畜を増やせばいいのかというと、それ
ほど簡単な問題でもなく、従来の工業型畜産業は、
その持続不可能な生産形態が問題視されている。
家畜生産には土地や水、飼料穀物などの資源を大
量に必要とする。また、家畜の消化管内発酵やふ
ん尿からの温室効果ガス（GHG）の排出や排せつ
物による水質汚染など環境への負荷は大きく、さ
らには家畜への抗菌薬（抗生物質）の多用により
耐性菌が出現しており、それが人に感染すること
で抗生物質の効かない伝染病が広がる危険性が指
摘されている。消費者個人にとっても、肉食がも
たらす健康上のリスクは無視できない。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、牛肉や豚肉等（鶏肉は除く）の赤肉
やハム・ソーセージなどの加工肉の摂取が、大腸
がんのリスクを高めるとの調査結果を報告してい
る。また、欧米諸国では、「ミレニアル世代」以降
の若い世代を中心に、動物愛護の観点から肉食を
忌避する消費者も増えている。工場内での家畜の
取り扱いを問題視するドキュメンタリーなど、従
来のマス・メディアでは放送されないような映像
が、YouTube や Netflix 等の新しいメディアを通し
て閲覧できるようになった影響も大きいという。

2．	植物性代替肉・培養肉業界をけん引する	
プレーヤー

　こうした将来的なタンパク質需要の高まりと、
タンパク質供給を支えている畜産業が抱える問題
を背景として、肉のみならず、卵や乳製品、魚介
類まで、動物性タンパク質商品全般の代替品の開
発が進んでいる（図表2）。植物性代替肉の分野で
は、昨年ニューヨークナスダック市場に上場し、
代替肉を開発製造する新興企業として初の新規株
式公開（IPO）を果たした米Beyond�Meat や、そ
のライバルとも言える同じく米 Impossible�Foods、
欧州ではオランダのThe�Vegetarian�Butcher など
のスタートアップ企業が有名である。また、近年
では、これまでスタートアップ企業への投資や買
収を進めてきた大手企業が自らのブランドを立ち
上げ、本格的な参入を始めている。米食肉加工最
大手のTyson�Foods は、2019年から新ブランド
「Raised�&�Rooted」のもとで、植物由来のナゲッ
トなどの商品を販売している。欧州ではスイスの
食 品 大 手Nestlé が、 大 豆 を 主 原 料 と す る
「Incredible�Burger」やエンドウ豆を主原料とする
「Awesome�Burger」の販売を、同じく2019年から
開始した。一方、培養肉の分野では、米Memphis�
Meats やオランダのMosa�Meat、日本のインテグ
リカルチャーなどのスタートアップ企業が、VCや
大手 IT企業、政府機関などから多額の資金を調

1����農林水産省「2050 年における世界の食料需給見通し（令和元年 9月）」等
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図表 2　代替タンパク質業界のプレーヤー

出所：KET KindEarth. Tech サイト　https://newprotein.org/

達し、数年内の商品化を目指して鎬
しのぎ

を削っている
状況である。

3．植物性代替肉市場の成長性
　米調査会社のMarketsandMarkets によると、
2019年の世界の代替肉市場は16億米ドルと推定
され、その後年平均成長率12.0%で拡大し、2026
年までに 35億米ドルに達する見通しである 2。な
かでも、欧米諸国が中心のマーケットだが、中国
市場も高い成長率が期待される有望市場である。
代替肉関連各社は、新商品の開発や積極的な国内
外市場への展開、需要の拡大を見越した増産体制
の構築に取り組んでいる。前述のBeyond�Meat は、
高級食品スーパーのホールフーズ・マーケットや、
ファストフードチェーンのケンタッキーフライド
チキン、マクドナルドなど、米国内外の3万店以
上の小売店や飲食店に商品を提供しているが、最
近は、巨大市場である中国の開拓に力を入れてい
る。既に中国国内のスターバックスやケンタッキー

フライドチキン、タコベル、ピザハットなどに商
品の提供を始めている。また、オランダの食肉大
手Zandbergen�World's�Finest�Meat と提携し、欧
州に米国以外の初の製造拠点を設け、生産拡大を
図っている。Impossible�Foods についても、バー
ガーキングやハードロックカフェなどの米国内の
外食チェーンとの提携を広げているほか、シンガ
ポールのレストランや香港のホテルなどと組み、
アジア市場への進出を果たしている。

4．植物性代替肉ブームの理由
　これまでも大豆ミートなど植物性の原料だけで
つくられた肉の代替品は存在していたが、本物の
肉の味や食感とは程遠いものだった。これらの商
品は、主に肉食を避けるベジタリアンや、さらに
徹底して鶏卵や乳製品も含む動物性食品全般を避
けるヴィーガンを対象にしていた。近年、新しく
開発されている植物性代替肉は、見た目も食感も
本物の肉と遜色ない「おいしい」食品へと変貌を

2����MarketsandMarkets.�Meat�Substitutes�Market.��
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/meat-substitutes-market-979.html
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遂げ、菜食主義者だけでなく肉を食べる一般の消
費者を対象に市場を拡大している。代替肉におい
て、肉らしさをどのように実現するかは各社のノ
ウハウだが、基本的には肉の分子構造をナノメゾ
スケールで分析し、その構造を植物由来の素材で
再構築することで、本物の肉と変わらない味、食感、
芳香を徹底的に再現しようとしている。こうした
手間のかかる製造手法は、通常の食肉より植物性
代替肉を割高にしているが、今後規模の拡大や生
産効率の向上が進めば、価格も低下していくと考
えられる。しかも、米国では、新型コロナウイル
スの流行が植物性代替肉ブームの追い風になって
いるというから驚きである。健康志向の高まりに
より新たなファン層を拡大し、食肉加工施設の閉
鎖等の影響で食肉が品薄状態になったこともあっ
て、植物性代替肉の売り上げが急激に伸びている
という。

5．培養肉の課題と展望
　培養肉の最も大きな課題は、製造コストの削減
である。培養肉が世間に広く認知されたきっかけ

は、2013年にオランダのマーストリヒト大学の生
理学教授マルク・ポスト氏（Mosa�Meat 創立者）
がロンドンで開催した世界初の培養肉バーガーの
試食会である。このハンバーグに使われた培養肉
140グラムの生産には33万米ドル（ハンバーガー
1個で約 3,000 万円以上）かかっていたが、現在
でも最低数十万円程度はかかるという。細胞農業
技術は、元は医療目的で開発されたものであり、
食品用として利用できる低コストの培地成分や足
場材のほか、量産が可能な大型のバイオリアクター
も必要である。さらには、コストの問題が解決し
ても、政府の規制や人々の心理的抵抗感の払

ふっしょく

拭な
ど、乗り越えるべき壁は多い。
　これらの理由により、培養肉単体での商品化よ
り、植物性代替肉との併用による商品開発が先に
進むのではないかとも示唆されている。実際、
2020年 7月、ケンタッキーフライドチキンは、ロ
シア最大の民間医療関連企業�INVITRO�によって
設立されたバイオプリンティング企業の3D�
Bioprinting�Solutions と共同で、鶏の細胞組織と植
物由来の素材を使用してチキンナゲットを開発し、

BEYOND BURGER
Beyond Meat 社

IMPOSSIBLE
Impossible Foods 社

パテ 1 枚　2.42 米ドル パテ 1 枚　3.5 米ドル

エンドウ豆、コメ、緑豆由来の
タンパク質を使って肉の食感を
実現。脂身は、菜種油、ココナッ
ツ油、カカオバター、ヒマワリ
油を使用。肉の赤い色合いには、
ビート抽出物を使用。

主原料の大豆プロテインを密に
濃縮することで肉の食感を実
現。ジャガイモ由来のタンパク
質も使用。脂身は、ココナッツ
油とヒマワリ油を使用。肉の色
合いには、大豆レグヘモグロビ
ンを使用。
※ FDA が遺伝子操作された大
豆レグヘモグロビンを色素添加
物として認可したことで 2019
年 9 月よりスーパーでも販売可
能となった。

図表 3　 Beyond Meat 社と Impossible Foods 社の
商品比較

写真出所： Beyond Meat社サイトhttps://www.beyondmeat.com/ 
Impossible Foods社サイトhttps://impossiblefoods.com/
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3����農林水産省「フードテック研究会」の中間とりまとめ公表等について　�
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo01/200731.html

今秋にはモスクワの店舗で発売する計画であるこ
とを発表した。肉の味を生み出す脂を植物由来の
油脂だけで再現することは難しいそうで、動物細
胞との併用により肉と同等の商品をつくることが
可能になるかもしれない。さらには、例えば完璧
な栄養バランスの肉をデザインするなど、肉以上
の付加価値を持つ商品が生み出されるようになっ
たとき、代替肉は食肉業界を脅かす存在になるか
もしれない。

6．日本市場での植物性代替肉の可能性
　日本国内においては、テレビ番組などで欧米諸
国での植物性代替肉のブームが取り上げられ、ま
た、近年、マルコメ、丸大食品、大塚食品、伊藤
ハムなど大手食品企業による小売店販売向けの代
替肉商品の上市が続き、代替肉の認知度は高まっ
てきていると思われる。ただし、コンビニエンス
ストアにさえも多種多様な代替肉商品が並ぶ欧米
諸国と比べると、まだまだ浸透していないのが現
状である。そもそも欧米諸国に比べると日本人の
食肉消費量は少なく、1人当たりの年間消費量は
米国の半分程度であり、健康改善のために肉の摂
取を控えて代替肉を選択する動機は弱いと考えら

れる。また、残念ながら環境問題や動物愛護への
関心が高いとも言えない。そこで、植物性代替肉
の普及には、人々を肉食から遠ざけるプッシュ要
因を訴えるのではなく、代替肉への関心を引きつ
けるようなプル要因を打ち出すことが必要だと思
われる。
　では、もっと「おいしい」代替肉をつくればい
いだろうか。前述したように、最新のテクノロジー
による肉の「おいしさ」の再現が、菜食主義者以
外の消費者層の拡大をもたらしている。しかしな
がら、植物性代替肉や培養肉の真の価値は、おい
しいものを食べたいという人間の欲求と、環境や
動物、健康を守りたいという、これもまた自然な
人間の欲求を、両方満たすことを可能にした点で
はないだろうか。「食」は生きる基本であるからこ
そ、「おいしさ」や「安心・安全」以外のまだ気づ
いていないニーズが、たくさん眠っているように
思われる。近々、農林水産省を中心に「フードテッ
ク官民協議会（仮称）」も立ち上がる 3とのことで、
植物性代替肉や培養肉に限らず、そうしたニーズ
を発掘し、応えることのできるフードテックの発
展が期待される。
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