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趣旨

・昆虫を利用した飼料生産、食料生産等に関する国内外の情報収集

・持続可能な昆虫ビジネスの実現への課題とその解決策を検討

・昆虫の社会受容性を推進する情報発信とルール作り

昆虫WTの趣旨
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当面のアウトプット

・昆虫利用動向の把握、情報発信

・昆虫利用技術課題の把握、その解決策の検討

・昆虫WTの検討体制を構築

・昆虫利用の社会受容性の向上

昆虫ビジネス研究開発WT



アウトプットへの対応
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・昆虫利用動向の把握、情報発信

・昆虫利用技術課題の把握、その解決策の検討

昆虫プラットフォーム及び昆虫WTで話題提供、意見交換会を実施

・昆虫WTの検討体制を構築

議長選任、幹部会議を設置して、

全体会議⇒幹部会議集約⇒全体会議の流れで討議を効率化

・昆虫利用の社会受容性の向上

食品衛生法、飼料安全法をクリアするためのルール作り

昆虫利用における規格化、標準化（昆虫版ガイドライン作成）を優先

昆虫ビジネス研究開発WT



WT内でグループ分け、先行事例（IPIFF）勉強会

※グループ討議状況をWTで共有。

幹部会議で論点整理、 事業者ヒアリング

令和３年度のスケジュール
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2021年 6月

7月 第４回WT全体会議

8月

9月

10月 第5回WT全体会議

11月

12月

2021年 1月

2月 第6回WT全体会議

3月

WT活動中間報告

WT内グループ討議継続

年度取りまとめ及び次年度活動について

昆虫ビジネス研究開発WT



「ヒトの食品」及び「家畜、養魚の飼料」のグループごとに検討

国際基準も視野に、科学的根拠を担保、昆虫食先進国の強みを活かす

＜具体的検討項目＞

➤昆虫を養殖するための餌（原料）

➤昆虫製品の規格（品質基準）

➤昆虫生産の工程（製造、流通、販売）管理（レベル）

➤管理体制（検査機関、監督機関）

➤規制の効力と罰則（法制化）

etc.

昆虫利用の安全性確保のためのガイドライン
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ガイドライン作成

昆虫ビジネス研究開発WT



「ヒトの食品」

・昆虫食については、当面は現状の野生からの採取をガイドライン検討

の対象外とし、食用に「養殖」する昆虫を対象

「家畜、養魚の飼料」

・ガイドライン検討の対象となる「昆虫」を選定（想定）

ガイドライン検討状況
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ガイドライン作成

昆虫ビジネス研究開発WT



昆虫のフードテック利用の安全性管理の現状と課題

（１）安全性確保の現状

（２）安全性確保への課題（お感じになられている問題）

（３）昆虫製品、昆虫製造の規格への期待と注文

（４）商品製造販売の課題

（主に製造・流通・販売などサプライチェーンについて）

（５）その他

事業者ヒアリング
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ガイドライン作成

昆虫ビジネス研究開発WT



幹部会議でグループ討議の論点整理、必要に応じて検証化

➤テーマ

➤メンバー

➤具体的技術（検証方法）

➤資金

etc.

レギュラトリーサイエンス
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ガイドライン作成

昆虫ビジネス研究開発WT



昆虫利用の安全性確保のためのガイドライン（案）
➤昆虫を養殖するための餌（原料）

➤昆虫製品の規格（品質基準）

➤昆虫生産の工程（製造、流通、販売）管理（レベル）

➤管理体制（検査機関、監督機関）

➤規制の効力と罰則（法制化）

ガイドライン（案）作成の課題（国などへの要望）
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レギュラトリーサイエンスの取組

➤テーマ
➤メンバー

➤具体的技術（検証方法）

➤資金

認証制度整備
（WHO、WHAT、HOW）

予算措置

ガイドライン作成

昆虫ビジネス研究開発WT



細胞農業WT活動報告

2021年10月

 

細胞農業研究会事務局広報委員⾧
吉富愛望アビガイル

引き続き参加企業を募集中
連絡先: cellular_agriculture@crs-japan.org （井形宛）



多摩大学ルール形成戦略研究所とは
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日本で初めてのルール形成戦略を政策構想から実現にまで取り組むシンクタンク

 法律だけでなく新たな秩序づくり全般を指す
 ルールに従うだけでなく、ルールを作る側に回ることにより、

新たな市場の育成・スタンダードづくりを主導できる

ルール形成とは

 2016年に設立

 特徴
– 世界各国の政策関係者とのネットワークを活かした、

ルール形成の最先端の動向に基づくアジェンダセッティ
ング

– 政産官からなるコンソーシアムを形成し社会課題起点か
つ日本の強みを活かしたルールを設計・各国のポリシー
メーカーへの提言までを行う

 CRS細胞農業研究会をプログラムの一つとして運営
– ほか経済安保、水素政策、ソフトパワーを梃子にした

ルール形成戦略等を行う

多摩大学ルール形成戦略研究所

法律

企業ガイドライン

標準規格

ISO

業界スタンダード

VHS vs Beta
Excel vs Lotus

国家施策

Cool Japan 

多国間協定

国際法、TPP、
GDPR

SDGs 

国際イニシアチブ

Walmart の
サステナビリティ・
インデックス

ZEV規制

アウトプットの例

Source: Center for Rule-making Strategies, Ministry of Economy, Trade and Industry “企業戦略としてのルール形成に向けて”



細胞農業とは
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サステナビリティ・資源の安定供給・公衆衛生への貢献・動物由来資源の消費意欲を満たす技術として、細胞
農業という手法に注目が集まる

 特定の細胞を培養することにより、個体を生育することなく資源を生産する手法
– 「牛を1匹丸々育てて可食部を肉とする」のではなく、

「牛から取った一部の細胞を増やして必要な分だけ肉にする」という考え方
 具体的には、肉類、魚類、乳製品、毛皮・革製品、木材等 の製品化が進められている

細胞農業とは

 

細胞培養により食品を生産する技術が注目されている

培養マグロ培養牛ステーキ 培養エビ

細胞培養食品ができるまで

動物個体 育成 成形 調理 食細胞採取

培養ブリ培養チキン 培養サーモン

そのほか、乳製品、
フォアグラやチョコ等



CRS細胞農業研究会とは – 参加企業
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弊研究会には現在、日本の大手食品・家電・医薬・計測機器企業、アカデミア、グローバルNPO、
海外企業等70団体以上が参画。細胞農業産業や日本市場でのルール形成動向が高く注目されている

入会団体の概要

70+
入会団体

細胞農業企業

食産業大手
企業

アカデミア

公共団体

その他

日清食品ホールディングス（培養牛ステーキ）
インテグリカルチャー社（培養フォアグラ、培養液）
ダイバース・ファーム（培養肉）
Aleph Farms（培養牛ステーキ）
Blue Nalu（培養シーフード）
Finless Foods（培養シーフード）
VoW Foods （一般的な家禽以外の肉の培養による生産）
Mosa Meat（培養肉）
Shiok Meats（培養エビ）

日本ハム
日鉄物産
森永製菓
ヤマダイ食品

三菱商事
住友商事
三井物産戦略研究所
東洋製罐GHD

東京女子医科大学先端生命医科学研究所等
東京大学
多摩大学ルール形成戦略研究所

細胞農業協会
GFI-Asia Pacific 日本支部
世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター等

畜産農家（鳥山牧場等）
法律事務所（西村あさひ等）
家電・産業機械メーカー（パナソニック、横河電機等）

イスラエル大使館
ウクライナ大使館

は実際に細胞農業分野で投資や事業開発行う日本企業

等

等

等

等

等
日本企業と連携

Upside Foods
（旧Memphis Meats、培養肉）
Gourmey（培養フォアグラ）
Wildtype（培養サーモン）
Future Meat（培養鶏肉）

化学・医薬品（日水製薬、日産化学、日本たばこ産業等）
その他（トランスコスモス、アクセンチュア等）

味の素
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世界の食領域における日本のブランド力の維持、先行者優位獲得、食料安全保障の確保、持続可能な食料シス
テムの構築に向け、細胞農業産業の振興に必要な仕組みを早急に形成する必要がある

細胞農業産業の振興に向けたルール形成を行う意義

細胞農業産業の振興に向けたルール形成を行う意義

3. 食料安全保障の確保1. 世界の食領域における日本のブランド力の維持

日本の政府や
大手企業不在で

国際ルール形成が
進行

畜産農家や和牛等ブランド肉細
胞等の知財の取り扱いについて、
日本の畜産農家に不利なルール
が形成される可能性

日本側の事情が反映されない
ルールの形成により、日本の食
品企業等の海外の培養肉市場参
入に遅れをもたらす

他国よりも
いち早いルール整

備を実施

4. 2050年カーボンニュートラル目標の達成へ貢献2. 将来の成⾧市場とみられる細胞農業での先行者優位獲得

日本企業の細胞農業分野における
成⾧の促進

海外企業の
研究開発・販売拠点を誘致

細胞農業に関するノウハウを
国内に蓄積

細胞農業産業の
成⾧を後押し 飼料・食料自給率向上へ貢献

経済安全保障を背景とした国家
間の対立や災害等の要因による
グローバルサプライチェーン断
絶リスクの回避

環境目標達成計画
との連携 菅総理が表明したカーボン

ニュートラル目標達成へ貢献

国内に蓄積したノウハウの他国
への提供を通じ、国際社会にお
ける環境問題の解決に貢献

日本発の細胞農業分野における技
術の実用化



CRS細胞農業研究会とは – 活動内容
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業界ガイドライン及び細胞農業産業界の振興に必要と考えられる政策について提言・各省庁やそ
の他ステークホルダーと協議。また、イベント主催・登壇などのパブリックアウトリーチも実施

政策提言
（ハードロー）

ガイドライン
作成

（ソフトロー）

• 産業の振興に必要な社会的仕組み
をまとめたものを産業界側の意見
として政策提言にまとめる

• CRS細胞農業研究会を中心として、
NPO、アカデミア等での継続的な
ルール審議の場を設置し、1年毎
（仮）に見直しを図る

ルール形成活動の概要

1

2

業界動向に
関する

情報提供

• 細胞農業産業への参入を検討する
企業・団体の活動に資する情報や、
潜在的な細胞農業食品の消費者に
資する発信
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• 通称（消費者調査の実施）
• 消費者への情報開示基準（推奨・義務）
• 安全性基準
• サステナビリティ面等の評価基準
• 細胞の知財に関するルール
• 細胞提供者と培養事業者間の良好な関係性構築に関するルール等

• 細胞提供者の参入障壁を下げる各種ルール（補助金、相談窓口）等

• 商品開発や規制当局への申請に係る情報について研究会にて共有
• 細胞農業産業への参入検討企業の情報収集の場
• 企業間のコラボレーションを促進
• 企業向け勉強会開催
• イベント主催・登壇などのパブリックアウトリーチ等



細胞農業WT活動実績 1/4
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現状のステータスと積み残した論点

 2021年4月-9月:細胞農業研究会・細胞農業WTとして国内外企業の意見を取りまとめた提言書を作成
– 業界・個社ヒアリングは2020/10月より計16社（9回）実施
– ドラフト作成期間含め1年以上
– 国内外企業向けに計6回の提言書に関するセッション & 計4回のアンケート及び個別ヒアリング（希望企業）を実施
– 個別企業だけでなく、欧州・米国・アジア・グローバルにてルール形成を行うNPO（Cellular Agriculture Europe, AMPS 

Innovation, APAC-SCA, Good Food Institute）、海外規制当局等からも意見を収集

 2021年8月-12月: 提言書において積み残した論点を分科会等を設置して進める
– 知財・ブランド保護: 畜産・漁業と培養事業者の共存・共同での発展に向けたルール作り
– 安全性: 培養液及び細胞農業食品に関する安全性評価・衛生基準
– ブランディング方針: サステナブルな細胞農業商品の評価基準
– 通称: 細胞農業食品の通称の決定（後述）



細胞農業WT活動実績 2/4
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 2021年7月-8月: 研究会参画企業からの募集やリサーチか
ら候補の通称のロングリストを作成・消費者調査のための
資金集め

 2021年8月-9月: 5つのクライテリア（右）に基づき数個
に絞る

 2021年10月-11月: 消費者リサーチを実施

 2021年12月:最適な名称を選定

ご参考: 通称決め（予定）

政府に求めること
 厚生労働省・消費者庁等、他省庁間との連携

 引き続き細胞農業産業の振興に前向きにご協力いただくこと

通称決めにおけるポイント

1. 消費者が「培養肉」と「従来の肉」を区別できる
2. アレルギー持っている人が誘発物質を判別できること
3. 「培養肉」・「従来の肉」両者にマイナスイメージを与えな

い単語であること
4. 「培養肉」が安全で、健康に良く、栄養があるイメージに反

する名前にしないこと
5. 製品を特定する上で適切な呼称であると消費者から認識され

ること



細胞農業WT活動実績 3/4
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パブリックアウトリーチ実績 1
 国内外の場にて講演等を行い世論喚起に努める

– 細胞農業議連設立に向けた勉強会
– OECD主催イベント
– 農水省・World Economic Forum主催・

関連イベント
– 細胞農業会議
– Agri Food Innovation Summit等

 メディア向けの説明会・取材対応・その他情報発信
– 細胞農業ニュースレター
– テレビ局・新聞社への出演・取材対応
– ウェブメディアの取材対応他

 企業・アカデミアとの個別協議
– 国際会議での日本における細胞農業分野のルール形

成に関する発信内容に関する相談
– 通称決めに関しラトガース大学のHallman博士との

セッション



細胞農業WT活動実績 4/4
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パブリックアウトリーチ実績 2
 寄稿: 朝日新聞社 論座「培養肉と食料安全保障～台頭する細胞農業がもたらす経済安全保障上の可能性」

（2021年07月24日）井形彬、吉富愛望アビガイル著




