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【集計方法】
　この集計結果は、自由記載欄の記載があったものについて各領域ごとに示したものである。
　各領域ごとの記述内容は、見やすくするために、便宜的に分類し、分類の内容は＜＞内に見出しとして記している。

食品の技術開発に関するアンケート調査

【自由記載欄編】



１．食の安全、品質管理の徹底、信頼性の確保 属性

＜技術開発の推進＞

民間企業の利益に相反する課題や、中小企業等現場で対応困難な問題について、国が積極的に関与するべきだと考えます。具体
的には、カット野菜の洗浄・殺菌に次亜塩素酸ナトリウムを利用すると有機ハロゲン化合物が生成することが知られていますが、それ
がどの程度であるか・健康影響があるのかについて不明であるまま利用を続けている問題があります。また、食品に含まれるフラン
の問題などのマイナーな危害要因についても、国際的な評価が定まるまでは国の関与が必須であると考えます。

研究独法

食の安全性、信頼性の問題は、法規制と一体となった研究であることが多い。つまり、法規制に基づいて技術を開発し、また逆に技
術レベルに基づいて法規制が策定される必要がある。（遺伝子組換え体管理技術等も好例である。）このためには、研究サイドと行
政サイドが交流し、研究サイドも行政の必要性を熟知する必要がある。また、行政担当者も技術面や海外の技術開発動向について
熟知していることが望まれる。しかし、行政担当者は短期間で任を外れることが多く、経験や専門知識が継承されず、技術開発の意
義や方向性が担当者間で継続されないという問題がある。行政サイドの引き継ぎの方法なども検討される必要を感じる。また、研究
者側も積極的に行政側に説明を行う必要がある。今後、そのための明確な機会を創出することは非常に有意義だと思われる。
　現在、食の安全性への関心の高まりからモニタリング検査をより一層充実させることが国民から期待されているが、様々な危害要
因が報告される中、全ての化合物、全ての微生物、全ての組換え生物などを検査することは現実的でない。このため、一体何を検査
し、何を検査しないのか、また、どういった技術開発を重点化するのかという判断を行うためには、微生物、化合物、組換え体などに
ついて発生状況、流通実態の把握のための調査研究が実施される必要性が高いと思われる。

研究独法

回答No.147の「信頼性確保（食品偽装防止）への対応」、とりわけ、No.148で開発されたＤＮＡ品種識別技術の妥当性確認について
は、現在、農水省からの委託プロジェクト「食品プロ」等の中で技術開発研究と併行しながら推進している。しかしながら、これまでの
妥当性確認試験は、農水省の関係機関である公立・独法機関等に委託して実施されており、中立性を確保するための第三者機関に
よる妥当性検証と言えない。また、これら委託機関は、国際的に通用するＩＳＯ１７０２５等の認証を取得しておらず、試験所品質管理
マニュアルを有していない検査機関から得られた試験結果は、国際的な裁判等に耐えうるものとは言えないのが現状である。すなわ
ち、輸入食品の偽装表示事件や税関（水際）等における国際紛争では、全く通用しないことから、法的措置に用いるのみならず実社
会での活用を可能するため研究開発研究を産学官協力して取組ことが至急の課題であると考えられる。

研究独法

技術開発困難性は，大企業と中小企業の差というよりも，その会社の技術力(人材の有無)の差ではなかろうか， 食品関係技術士

大学教員として、食品系学科のカリキュラムの大幅な変更が必要であると考えています。 大学
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危害分析においては、高額機器による分析技術の開発に主眼が置かれがちであるが、これは一部の機関・人材にしか活用されない
技術。
より簡易なシステム・方法を駆使、分析ポイントも現場勘案＋統計理論を工夫することで、国全体あるいはグローバルとして実効性の
ある防除システムが構築できるはず。
また、高感度化が著しい進歩を遂げているが、試料の前処理や抽出の技術が追いついていないような気がする。

中小民間企業

食品製造における危機管理システムの構築（意図的行為による危害要因の混入等） 研究独法

安全性表示を科学的データによって行なってもほとんどの消費者には理解されない。一般消費者にも、直感的に行なわれた検査の
念入りさや、リスクの低さがわかりやすく、かつ専門的知識を持つ人間の認識とずれが小さい表示法の開発が急務だと考える。その
際にはエヴィデンスに基づいた開発であることが必要だろう。認知心理学・社会心理学の知識を有する研究者に開発を求める必要が
ある。

研究独法

昨年は食品に意図的に毒物等を混入する事件が発生しました。
通常の残留農薬等を管理する方法では、意図的な混入を防ぐことは難しいと考えます。農場や工場、倉庫、店頭等において、意図的
な混入を防ぐための研究を、関係省庁、生産者、事業者等と連携して行うことが必要だと思います。

消費者団体

野菜などへの残留農薬の分析技術の促進が販売量に大きく関係すると思われます。 中小民間企業

生物化学的に毒性が高い物質でも、経験的見地で無害な物質（焼却により発生するダイオキシン類など）もあり、食品に関しては経
験的事例（事実）を優先すべきで、全ての危険物質に無駄な開発費を使う事は避けるべきである。

中小民間企業

＜食品の安全情報の正確な伝達＞

正確な情報、内容が時として伝わらないことがある。マスコミ等の情報の正確性について疑問を感じることがある。技術情報をより正
確に伝達する方法の確立が必要。

大手民間企業

食の安全、信頼性に関しては技術的な課題はあるとは思いますが、まずは消費者が食品について自己判断できてこそのものと考え
ます。啓蒙活動が必要でしょう。

大手民間企業

分析，判別，活性評価等の技術開発が行われ，感度や精度が向上することは重要であるが，わずかなリスク（極微量に含まれる有
害成分など）がクローズアップされ，それがすべて悪いことであるかのような報道や偏った主張のなされ方が多い。リスクコミュニケー
ションに関する技術開発や費用投下がなされるべきである。

大手民間企業
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近年メディアが騒ぎすぎるため，必用以上に研究ニーズを拡大させているように思えます。安全性について国民に正しく伝えられるコ
ミュニケーターの育成が最優先なのではないでしょうか。

研究独法

食の安全性に関してはマスコミが消費者の不安をいたずらにあおる情報を流しがちなので、正しい情報を国から発信し続けることが
重要と思います。また、食品偽装に関しては許されるべきとはいいませんが、安全であれば流通できるような仕組みはできないでしょ
うか。食べられるものが廃棄されるのは省エネルギーや食糧自給率の観点から望ましいことではないと思います。

研究独法

少し技術を外れるかもしれないが　１）安全安心に関することでは異議は唱えにくい場合が多いので「問題発生→規制強化→自由の
束縛→国際競争力減少→日本の衰退に拍車」にならない方向（もぐらたたき的規制にならない）でリスクマネジメントを充分考えて進
めることが望ましい。　２）　リスクコミュニケーションにおいて国民に認識してもらうにはマスコミの力がますます大だが、おごらず勉強
して正しい報道に励んでもらうことが重要と考える。

食品関係技術士

食に関わる新たなリスクの知見は、単に開示するのではなく、消費者がどう行動すれば良いのかが理解できるように、そのリスクの
影響度、発生確率をより具体的な事例を交えながら情報配信することが必要と考える。
また、その内容を広く消費者に伝える役割を担うマスコミも、同様である。
消費者が食のリスクに対して冷静に行動できる社会になることが重要であり、そのために上記のリスクコミニュケーション技術の高質
化を切望する。

大手民間企業

放射線照射食品の評価
海外では、放射線照射食品が増加しています。食糧の６０％を輸入に依存している日本にも放射線食品が入ってくる可能性が高く、
行政として早急な安全性評価、リスクマネージメント、リスクコミニュケーションが必要と考える。
（遺伝子組換え食品の二の舞になる危惧があります。）

大手民間企業

＜食の安全の重要性＞

食の安全性確保について食品に関する国の最重要課題として実施するべきであると思います。これにより国産農産物の優位性が確
認できれば、自給率の向上にもつながると考えます。

研究独法

次に、日本では、ＧＡＰがまだほとんど活用・普及していないようです。食糧自給率の向上と、農産物の輸出強化には、ＧＡＰの活用が
切に望まれることだと思います。

食品関係技術士
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＜コンプライアンスについて＞

食の安全安心に関して中小企業の多い食品企業において経営者の決意が大切と思われる。悪いから本当はいけないことと知りつつ
儲けが無いと倒産の恐れからやらざるを得ない。技術者は良心に悩まされながら従わざるを得ない。１歩１歩検査をはじめとする技
術の向上を図り、社会環境を透明化して古い風習を破っていかねばならないと思われる。

食品関係技術士

＜国に求めること＞

近年は流通過程の安全性確保に関する研究が重要視され，予算が集中的に分配されるようになっている．しかし，農産物の流通に
関する研究にはほとんど予算がついていない．輸出高度化などの例外はあるものの，コンスタントな予算が確保できないため，農産
物の流通を専門に扱う研究拠点は官民問わず激減している．今後の国内の資源利用の効率化，競争力強化のためにも，農産物の
流通に関わる研究拠点および専門家の育成が必要だと感じている．

研究独法

業界の関心事は「お役所によるお墨付き（認証）」にある。諸般の事情から国がそれを行うことが難しいことは理解できるが、地方自
治体の独自認証の「技術的指針」としてのガイドラインは策定可能であろう。それは「信頼できる科学的データ」に裏付けられているこ
とが絶対条件であろう。

研究独法

加工食品の表示、特に消費期限・賞味期限について、科学的根拠の下に製造者自らが決めるとされているが、地方の零細な食品事
業者では対応できない。使用原材料、原材料の処理条件、製造条件、保存条件別に具体的な例示があればわかりやすい。例えば、
食パンを例にとると、焼成後の冷却・包装過程が無菌空気の陽圧条件の場合と通常の開放系の場合で菌の付着がどの程度になっ
ているのか、それらの消費期限はどれくらいになるのか。

公設試

食品安全・品質の問題はわが国の食糧政策と関連して進める必要がある。現在の食品安全は消費者への正しい知識供与で大幅に
変わってくる

食品関係技術士

食の安全、品質管理、信頼性の確保は将来の日本の国民の食の安全上最大の問題で、近視眼的煮か帰結するのではなく、その方
策、制度仕組みをまの国内の自給率アップと合わせて、国家ととしてどのような戦略で望みこれがそのどの段階に有るのかを常に国
民に指し示しながら行くべき。技術的課題は人とお金をかければか解決し一旦その状況はおさまるだろうが、その政策の方向性や戦
略が根本的に間違っているといくらやっても、抜け道、火に油になる。具体的には今回のような米のアクセス米（？）の問題をあげて
ベストな方法を考えるべきである。

大学

危害に関する資料は国でガイドラインを示したほうが、製造する側は安心して生産できると思います。 中小民間企業
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宅配（インターネット通販を含む）の増加にともなう表示のあり方を検討する必要がある。(品質の裏付けをどのように確保するか、品
質管理上の問題はないか・・・など。）

消費者団体

消費者と行政を結ぶ仕組みの拡大(例：食品安全委員会、表示ウオッチャーなど） 食品関係技術士

ＪＡＳ法による材料表示について
・使用材料及び添加物名称の使用重量順にて記載する事について、メーカーは商品製作するにあたり加工材料を使用する事が多
く、その加工原料からの原料由来による添加物は使用材料を変えるとそれぞれの変更となり、記載順番も変わってしまう。また材料
については、気候変更などにより出来高、内容が変わり、使用材料の変更する事がある。また資本主義の競争原理により低コスト材
料に変更したり、品質変更により材料を変更していく。その度に、記載事項や順番が変わるので、印刷内容が変更となる。当然、コス
トも(廃棄分ロス)も発生し、現実的には困難である事から大きな無理が発生するため、この法律を遵守するのが困難である事、それ
なりの改善を求めたい。

中小民間企業

食の安全については項目立てがありますが、安心に関しては食の安全の一部に組み入れられている形で扱いが小さいように思われ
ます。”安心”については”安全”よりもリスクが低いためテーマになりにくいかとは思いますが、リスクの程度ではなく、消費者が実際
に危惧視しているものに対して”安心”材料を提供することも重要な社会的要請と考えます。

研究独法



２．健康の維持・増進

＜技術開発の推進＞

機能性成分の量的安全性については，試験方法としても費用的にも一般企業では進めにくい。一般性が高い素材に含まれる成分
の安全性については国の研究が不可欠であると思う。
特定保健用食品の許可基準は高度化しており，新規成分の開発は超大企業でなければ敷居が高くなっている。超大企業以下（大企
業の区分にははいるが）や中企業への技術開発助成を期待する。

大手民間企業

技術開発自体は大企業で行えるものも多いが、特定の製品の推奨に繋がるため、国が関与し、食生活全体を考慮した健康の維持・
増進に役立つ研究を遂行し、国民に情報を提供することが重要と考えます。

研究独法

食品の機能性の活用研究に関しては、特に新規物質の開発・機能性に関しては時間とコストがかかり、企業にとってリスクが大きい
が、成功すれば社会への恩恵も大きくなるので、国が率先して関与すべき分野であると思います。

研究独法

このアンケートを記入しながら全体を通して、感じたことは、国の関与が本当に必要な部分とそうでない部分を明確に切り分けること
が重要だということ。民間、国民のモチベーションを上げるためには、国の関与や規制は必要最小に止めるべき。非効率な分野や
セーフティーネットとしての分野こそ国がきちんと対応していくべきである。

消費者団体

近年の傾向として、地域振興型のPJが主流のようであるが、東アジアなどへの波及も含めて考えると、あまり地域性にこだわった施
策は、我が国における本分野の発展を阻害している要因となっているのではと懸念される。今後は、他国にはない疾病予防作用な
ど新規な機能性解明に関して基盤となるようなPJの設立と支援を期待しております。

大学

アメリカで行われたデザイナーフーズの開発のように物質同定、動物試験、介入試験，製品開発を一貫して行うための人材を増や
す。そのため、博士・修士研究員が地域に根付かせ、地域の食や各種素材を研究材料に、中核になって新たな産業、雇用を生み出
す。健康・栄養・疾病、高齢・食・エネルギー等各種産業すべてがバランスよく考えないと、日本の再生は望めない。

大学



２．健康の維持・増進

秋田県は、文部科学省の研究事業「都市エリア」を開始してから２年目を迎えぼちぼち製品化へと進展している。当社はその中核企
業で高齢者食品研究会の主幹企業として開発に努力している。しかし事業における補助は研究機関のみで、民間の研究などには支
援はない。誰のため何のための事業であるのか疑問がある。

中小民間企業

営業利益が発生するものおよび実用化が近いものほどは企業マターという考えで優先順位等を決定した。 研究独法

＜機能性食品等について＞

特定保健用食品の許可に対する基準の整備と公開を望みます。 大手民間企業

技術開発の面では、国（主に農水省）は機能性素材の探索や機能評価に力点を置いており、企業も素材開発に注力する傾向があ
る。しかし一方で商品化・販売の局面になると、企業は特保制度や薬事法といった法的制約（表示制限やPR制限等）を受ける事にな
るのが現状である。特保制度にしても、評価基準が曖昧な部分（効果の有無を判断する基準等）もあり、多額の開発費が必要とな
る。こうした状況下、健康食品という法的にはグレーな部分が拡大している。国の関与という点では、素材開発の支援以前に企業の
商品開発意欲をより促進するため法の整備、機能評価や安全性評価の基準明確化を最優先すべきと考える。

大手民間企業

科学的根拠のない健康食品の規制強化の必要性を強く感じる。
一方、現在のトクホ制度は、プラセボとの比較が困難な食品や複合系の食品について最適ではないと考える。アレルギーやアンチエ
イジング等の効果は消費者にとって重要であり、消費者が正しく機能性食品を選べる制度の構築が早急に必要である。

大手民間企業

食品の健康情報については，以前マスコミで大々的に扱われたため，これまでの研究成果から期待される以上の情報（デマを含む）
が世の中に広まり，生産側もそれに便乗して宣伝しているように思われます。厚労省が健康食品情報を整理しているように，食材情
報についての文献情報整理が必要と思われます。

研究独法

総じて前項の食品の安全性等に比べて優先順位が低いと考えます。しかし、「いわゆる健康食品」に由来する健康被害がしばしば発
生しているので、十分な管理が必要だと考えます。

消費者団体

薬効を思わせるような強調表示が目立つが、信頼度は不明の場合も少なからずある。表示のあり方や安全性は国が監視していただ
きたい。

消費者団体

普通の食物をバランスよく食べることが大切。機能性食品を評価する風潮には反対です。 消費者団体



３．資源の利用の効率化、コスト縮減、副産物活用、廃棄物削減・リサイクル、省エネＣＯ２削減 属性

＜技術開発の推進＞

・農業用資材や施設の環境負荷の見直し(農薬、化成肥料、ビニールハウス等）
・施設についてはゴミ発電を促し、新エネルギーの導入を推進していただきたい。
・国内の輸送ルートの無駄を省くとともに輸送効率の向上を図る施策を。

消費者団体

１）稲わらからのバイオガス産生試験とその活用。２）反芻動物の第一内発酵調整によるあい気からのメタン放出抑制（メタン産生を
抑制するためにプロピオン酸への転換を図る。フマル酸の飼料添加も一つの方策）。３）稲わらをコーテイングするリグニンを溶解して
稲わらの消化を促進するとともに、リグニンのバイオプラステイクへの活用。以上を提言します。

食品関係技術士

大企業の技術開発力はやれば可能な能力は有ると思うが、コストパフォーマンス意識が徹底しているのでやる否かは又別問題であ
る。また中小企業は全般的に人材不足で経営者・研究開発者・販売者が一体の場合が多いので許容範囲が狭い。連合組織に補助
金を出す等して技術開発を促す必要が有る

大学

資源の利用の効率化にかんして、優先順位を決めて、産学官および異業分野交流会が必須と思います。 中小民間企業

(1)水産の生産における資源循環行程の確立：例えばですが、瀬戸内海を中心とした色落ち海苔の発生があります。色落ち海苔の発
生現場は河口から遠い方の場所ほど発生しやすくなる現象が観察されています。これは瀬戸内海と瀬戸内海に注ぎ込む河川の浄
化が進行し、海苔の育成に必要な窒素成分やリン成分などの基本的な栄養素が不足したためです。人間の生産活動の都合と、環
境対策の矛盾が露呈した結果かと思います。水産資源の循環はこれ以外の場面でも現れています。水産資源のエネルギー化を目
的として魚の廃棄物等を用いたメタン発酵もその例かと思います。メタン発酵の残りは産業廃棄物として別途処理になります。これで
は、海から栄養を収奪することはあっても海藻や魚などが育つのに必要な栄養素の循環がなく、結果として貧海域化するのは当然
の帰結かと思います。陸の畑や田んぼでさえ冬の農閑期には肥料や田お起しなどの作業を行います。これと同じく、東京湾や瀬戸
内海、その他での取るだけでなく循環する水産業を基本とした研究が必要かと思案いたしております。養殖産業全般でも同じような
議論があったと思うのですが、体系化されていないことと、石油と同じくいつまでも循環する水産業とか何か明るいキャッチフレーズを
基での旗振りがあればと願っています。

大学



３．資源の利用の効率化、コスト縮減、副産物活用、廃棄物削減・リサイクル、省エネＣＯ２削減 属性

＜食品廃棄物について＞

廃棄物削減の意味から、食品添加物等の適正使用により賞味期限の延長方法を検討すべきと考えます。 大手民間企業

食品製造業や流通業に廃棄物の削減を義務づける。ホテルなどで食べ残しを出させないよう指導してほしい。食べ残しは利用者が
処理費用を負担するようにすれば利用者も考える。

消費者団体

　①食品廃棄物の減量削減と共に、そのﾘｻｲｸﾙが重要です。肥料化（ｺﾝﾎﾟｽﾄ）が最適ですが、家庭のものは、適するものが少なく分
別困難で、食品工業（流通も含む）からの廃棄物が量・質共に適します。ｺﾝﾎﾟｽﾄ化は処理・流通のｼｽﾃﾑの開発が必要でしょう。更に
よい方法は、飼料化（出来るものは）して、その家畜の排泄物を肥料化することでしょう。家畜排泄物の肥料化は既にｼｽﾃﾑ化されて
いるからです。

食品関係技術士

前問に追加、②食品残渣（農作物残渣は当然）を安全性を保ち（有害物を出さないように）、焼却（熱利用）しその焼却灰を肥料（草木
灰）として再利用することがのぞまれる。次に、自給率向上と農作物の輸出増強のためには、ＧＡＰの更なる普及と、活用が、（ＥＵの
ように）切に望まれる。

食品関係技術士

＜国に求めること＞

どれも重要な課題と思うが、国の関与がどの程度必要であるのかは簡単に判断がつかない。それぞれ十分な議論が要ると思う。 消費者団体

環境に配慮した社会づくりは、わが国にとって重要な課題だと考えます。どのようなとりくみが考えられるか、関係省庁、事業者、消費
者含めた議論を行うことが必要です。

消費者団体

食品のLCA（ライフサイクルアセスメント）については本格的な検討が始まったばかりであり，人材の育成が必要であると考える．ま
た，このような技術は短期で行っても全く意味がなく，長期的に行うことが重要である．体系ができあがったら食糧統計の一部として
継続的に更新するなど，国の事業として行うのが望ましい．

研究独法

＜その他＞

企業の利益目的のための活動は企業の責任でやるべこだと思うが評価法については統一したものが必要 消費者団体

地球温暖化に向けて国家規模で対策研究がなされていますが，今後むしろ寒冷化に向かうという説もあるようです。石油資源が枯
渇するなかでの寒冷化は世界規模の食料減産につながります。資材高騰のもとでの食糧の量的確保も視野にいれて，対策を考え
る必要があるかもしれません。

研究独法



３．資源の利用の効率化、コスト縮減、副産物活用、廃棄物削減・リサイクル、省エネＣＯ２削減 属性

回収やリサイクルにエネルギーが無駄に使われている、家庭焼却炉を復活させゴミは移動することなく焼却するべきである。ペットボ
トルは繊維にリユースされて衣類に再加工されているが、ただゴミが形を変えただけ、焼却しないかぎりゴミは増え続ける。　生分解
性プラステクも所詮ゴミである、焼却が望ましい。　また未だにCO2を減らせと言う温暖化の嘘が吹聴されているのはいかがなもの
か。　未来のエネルギー不足問題を解決しないと、CO2を出し続けることが困難になる＝文明的生活が出来なくなる。　今は温暖化
に向かっていると思われているのでラッキーだが（実際は判断不可能）、寒冷化に向かった場合エネルギー不足は生命に関わる問
題である。

中小民間企業

エネルギー問題と環境問題は別の問題である。　リサイクル、省エネなどと頭に付けると、無駄で何の効果も期待出来ない事が一人
歩きしてしまう。　化石燃料を無駄に使いゴミを収集移動分別している。　リサイクルの為に余分なエネルギーを使うのを環境問題を
でっち上げくっつける。　農産物からエタノールを造るなら、トラクターなどの農業機器の燃料もその施設で造るエタノールのみで使用
しないと意味がない、また輸送もエタノール、エタノール工場もその農場から造られたエタノールのみで稼働しなければならない。　原
子力発電の電機を使うのもダメ。　これをクリアー出来るのか？

中小民間企業



４．国産農畜水産物の利活用の増進、自給率向上、地域活性化への対応

＜技術開発の推進＞

国産農畜産物の利用拡大は必要であるが、利用技術による拡大は限界があると考える。生産技術の開発(ブランド育成・コスト低減
等)が重要である

大手民間企業

国産農畜水産物を対象にすると大半の品目は生産地が限定されて数量が少なく埋没してしまうため、処理技術（例えば、乾燥、粉
砕、抽出）や素材化技術（例えば、発酵、成形）などの個々の原材料に共通する技術を切り口に技術開発課題を取り上げていただき
たい。

公設試

①　米利用技術に集中すべき、国、地方の公設研究機関と民間との共同研究、実用化に補助金を投入して、米の消費量を拡大し
て、自給率を上げる。地産地消的開　発、中央の大手企業両面からの開発体制を構築することが重要。　この開発テーマには補助
金を重点投入する。
②　大豆、小麦を含めて肉用食品や水産加工食品の開発も重要、健康面、食料資源の有効利用からも加工技術、風味付与技術を
含めて重要。

食品関係技術士

甚だ拙案ですが，巻き網漁法で漁獲されるマグロ類のヤケ肉防止対策として，魚槽内での麻酔によるストレス緩和が図れないものだ
ろうか。例えばマイクロバブルの技術を活用し，炭酸ガス（機関排気をも含む）を麻酔作用が期待できるレベルまで効率よく氷冷海水
水中に溶存させることができたならば，ヤケ肉の発生率は低下しないものか。一方，人に対する安全性の確保という課題が生じます
が。

中小民間企業

＜地域の活性化＞

国産農畜水産物に安心安全以外の大きな差別化要素が必要である。 大手民間企業

品目別対応にあたってのネックは、技術開発ではなく、流通システム（価格支援対策）にあると思う。 その他

＜国に求めること＞

全体的に農産物自給率に対する国家としての戦略は有るのでしょうが、国の食の量、種類、安全の確保についてもっとマスコミに訴
えて根本的な議論が進むように、広告代を掛けても仕掛けるべきである。

大学

国産の安全な農畜産物で国内の食料が賄えるよう早くなって欲しいと願う消費者の１人である。もちろん、先端技術の研究開発は食
料不足へと向うこれからの時代には大変重要な意味を持つが、一方では複雑すぎる流通のしくみや廃農で増えて行く休耕田を目の
当たりにする機会が多く、安心・信頼して食料を食するためのしっかりした政策がとられなければ食料問題の解決にはならないと感じ
ている。

大学

企業の農業参入を容易にする様、法規を改正してもらいたい。 中小民間企業

＜その他＞



４．国産農畜水産物の利活用の増進、自給率向上、地域活性化への対応

国内の生産者、事業者と、消費者の意識の違いが、食品に関する不安の要因のひとつになっていると考えます。食品を生産したり、
加工したりする現場の実際を知り、消費者がどのように考えているか伝えることができる場をつくることが大切だと思います。

消費者団体

国産農畜産物の自給率向上は必須であるが、加工食品の開発と生産力のバランスが取れていない地域が多く見受けられる。技術
開発の支援は多いが食品産業が農業に参入するための地域の施策や担当者の積極性が足りない。労働力の必要な農業に集まら
ないのは単に農業の魅力が少ないからではなく、世界的な自然志向や温暖化阻止の観点からも国民の意識の向上が必須であるば
かりではなく、自然の大切さを教育に浸透させる努力と社会的使命や地位の向上を図ることが寛容である。弊社は設立当初からこれ
を実践し、農業に参入する機会を図っている。

中小民間企業

最重要課題は食糧自給率のアップにあると考える。農地の確保、農業生産者の拡大、就業率のアップ等々様々な問題があると思わ
れるが、中国、ベトナム等の安い生産物を輸入してくることは、安い労働力を背景とした搾取に他ならないと感じる。グローバルな見
方をすると健全な形では無いように思えて仕方がないです。自国で食するものは適切な手段で調達すべきと考えます。又、賞味期限
の延長などにより廃棄による食物の損失防止を検討すべきと考えます。制菌剤や保存料等の適正な使用により、無駄な廃棄を避け
るべきで、一般消費者の食品添加物を忌避する傾向を改めなくてはならないと思います。JAS法では、添加物の使用は避ける傾向
にありますが、必要であるものについては、適正な使用を推奨すべきでは無いでしょうか。日本においてもいつ何時飢餓状態になる
か判らない状態にあります。現在の食料輸出国が食料輸入国に変わったとき、日本の食糧確保ははたしてできるのでしょうか。

大手民間企業

農業生産現場での中小の農産物加工においての、加工工程の安全性や品質安定性のための改善指導、素材及び想定される食品
に適切な技術更新などの技術指導（伝統食品を含む）

研究独法

農業従事者誰もが、安心して働き、生活していける制度作りをお願いします。
いくら地産地消を提唱しても、そこで採れる農産物がなくては地産地消は言葉だけになります。
中身のある地産地消をお願いします。

消費者団体

これらからの日本は食の問題が益々重要になってくる、特に食、エネルギー及び鉱物資源が無い日本では、これまで IT,自動車、各
種機器産業を優先して効率よく生産できるようにある一カ所に集め、無駄を一切無くし発展してきた。その結果は、日本のGDPを大き
くのばし、外貨を獲得し、それであらゆる食糧を調達してきた。しかし、その反面、農林水産業に大きなダメージを与え、それに伴い食
の自給率は大きく低下した。しかし２００８年のアメリカに始まる大不況は年の瀬に路頭に迷う多くの人がでることを予想させる。その
点今回の５つの問題点の整理は食産業の発展からも大変時を得た内容となっているものと思う。これまでの自動車産業、IT産業、流
通産業の発展が悪いのではなく、現在の食糧自給率のアップも考慮して、最低限、食と住居の確保ができるような、しなやかな農工
連携システムの構築が望まれる。

大学



４．国産農畜水産物の利活用の増進、自給率向上、地域活性化への対応

農商工連携事業が活発ですが、商品化、流通化に行き着く事例が少ないのは、単にものづくりや特産化をしたところで、製造加工工
程の管理手法や第三者機関における品質管理などが備わっていないため、製品の信頼性が問われている。そこで、単に資金や技
術を与えるだけで無く、生産から加工流通までの一貫した制度や支援が必要であると思う。最先端の工場の事例を地域に基盤整備
できる支援が必要と考える。

中小民間企業

このテーマを実現するためには，新規な技術開発以外に，現存の技術を適切に組み合わせて用いることも重要である．古い技術を
含めた技術提案ができる人材の育成が急務であると考える．

研究独法

自給率１００％の県が存在するなか、日本全体の自給率１００％を目指す為に、政治・行政も絡んできますが、農業・水産にとって必
要な技術分野が何であるかを考える必要があると思われます。

中小民間企業



５．生産性向上、国際競争力の強化 属性

＜技術開発の推進について＞

国産農畜水産物は，価値は高いが，価格も高い。安心安全のイメージだけでは，継続的な付加価値が保てないと思われる。これから
は，育種段階から特徴のあるものを開発し，海外産と対抗していく必要がある。これまでの育種のように多収や作業性だけを重視して
も海外産には勝てない。

大手民間企業

食品加工・製造では、GMPの、農産物生産では、GAPの導入・普及・開発展開が望まれる（殊に後者で）。殊に、自給率向上と輸出増
のために。

食品関係技術士

＜人材育成の必要性＞

このテーマを実現するためには，新規な技術開発以外に，現存の技術を適切に組み合わせて用いることも重要である．古い技術を含
めた技術提案ができる人材の育成が急務であると考える．

研究独法

労働者人口減少の影響による技術者の育成が急務と考えている。 大手民間企業

食品企業には財政的に厳しい企業が多く，新規技術の導入を躊躇するケースが多いと思われる．一方，研究サイドも成果として技術
普及を求められるが，専門外のため他力本願になりがちである．また，研究者は自分の研究成果に思い入れがあるため，企業から技
術指導の相談を受けた際に，客観的な提案ができない場合も想定される．そこで，研究サイドによる技術開発は普及をにらみつつも
技術開発にとどめておき，普及に関しては，普及の専門家が研究サイドと共同して別プロセスで行うとした方が無理がないのではない
か．そのためには，研究成果を普及するための人材育成が必要であると考える．

研究独法

６．その他

＜技術開発の推進について＞

食と農の関連で技術開発は重要と思います。開発の推進と普及には農林水産省の強力な指導が必要です。 大手民間企業

食品技術分野において研究開発された多くの知見は、必ずしも広く共有されているという状況にはありません。特に、旧国立研究所に
おける研究情報は本来国民に無制限に公開されるべきですが、現実にはどうすればその情報にアクセスできるのか知られていませ
ん。今おこなわれる研究開発を有効に利用するために、自然科学系（理学、農学、工学）の研究者と人文科学系（社会学、心理学、経
済学）の研究者がチームを作り、この課題に専念することが必要だと考えます。

研究独法

一般論ですが国研は、商品開発には結び付かない基礎分野、医学・工学・基礎科学など他学問領域との連携課題、技術飛躍に結び
つく技術シーズ開拓、海外技術の把握利用、環境および資源など公益研究をお願いしたい。

研究独法



５．生産性向上、国際競争力の強化 属性

＜国に求めること＞

農業・食品産業に関わる様々なデータベースを、きちんと保持・運用管理するセンターが今後、必要と思われる。これだけ情報化がさ
けばれ、各種のデータベースの開発がなされても、開発時だけ予算がつき、その運用維持に関しては自主性にまかされるため、デー
タ更新もできなかったり、せっかくのデータベースが使えない状態になったりすることが多いように思う。なお、技術会議の計算センター
（情報センター）は、現状はあくまで研究用途のデータベースだけである。様々な補助金で開発したデータベースも、その当時に開発を
請け負った財団等が苦心して維持している例が多く、小規模なものに留まっている。残念ながら、農水省内には、そのような公的な
データベースを責任持って運用維持するセクションが無いのは非常に問題であり、国家的損失が大きいのではないか。また、このよう
なセンターがないと、今後、基幹データベースシステムを開発しても、その活用が困難となる。民間のビジネスには馴染まないような
データベースは、一元化して一箇所で国が管理すべきと思う。

研究独法

＜その他農林水産行政について＞

食育の支援方法の開発 研究独法

行政施策が食品関連事業者（特に品質管理部門）のニーズをどこまで反映しているのか、疑問なしとはしない。業界・行政・地域公設
研究場所および研究独法の担当者の「使いものになる人的ネットワーク」を構築することが、一つの解決策となりうるであろう。

研究独法

地産地消よりも、耕地の集約が必須であると思います。現状の零細農業の形態で地産地消を目指しても収益性の向上は期待出来
ず、補助金頼りの現状から抜け出せないため非現実的なスローガンであると思います。土地の利用形態に関して、広域な農地の取得
者に特区としてある程度の便宜を図り、農業を採算ベースに乗せることが先決であると考えます。また、公共事業あるいはそれに近い
形で土地集約を行い、港湾等へ繋がる輸送インフラの整備と雇用確保を兼ねた地方振興事業を実施して、国際競争力のある農業モ
デルを志向すべきであると考えます。土地の再整備に伴い、農地と住宅地を明確に振り分けることが絶対に必要です。中長期的には
大量輸送に関するインフラの確保と食料自給率向上を兼ねた地方振興に寄与するのではないかと思われます。全ての品目で向上が
望めるわけではないので、全国を気候ごとに幾つかのブロックに分けて、ある程度小数の品目を大量生産するようにしていくのが最も
効率的であると考えます。影響は農業や食品産業だけに留まらず、地方行政、建設業、果ては地政学的なリスクの分散にも寄与でき
ることをアピールして、他省庁や政府への働きかけをお願いしたい。

研究独法

全体に課題が多すぎる。広範囲な農業・食糧政策が先ずあってそれに付随した課題が絞られる必要を感じる。 食品関係技術士

１．食料にかんして　自給自足を目指す！　輸入食品問題・国内偽装など　２．産業にかんして　資源無き日本は技術国家を目指し、
技術者の継承が必須！　３．教育について　大学・高校・中学･小学の教育者側のコミュニケーション！　４．リサイクルについて　公的
研究機関の不要機器を企業・私大に提供！　以上

中小民間企業

５つの領域でほぼ課題は網羅されていると思われます。 大手民間企業
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