
フードテック官民協議会
「2050年の食卓の姿WT」

令和３年３月16日

2050年の食卓の姿WT事務局



１．WTの目標
✓2050年の生活スタイルの変化、食料供給の課題や技術動向等のビジョン策定
に必要な基礎的検討を行う。

✓アウトプットとして、ビジョン検討報告書を作成。

・基礎的検討

・ビジョン検討報告書

・追加検討

（例：文化、感覚、心

理、社会）

・ビジョン素案

ビジョン策定

・2050年の食卓の姿イ

メージ（イラスト）

・報告書

【第一期】
20年11月～21年３月

【第二期】
21年5月～10月（P）



２．今期（第一期）の検討範囲

ライフスタイル
の変化

食料需給

技術開発
トレンド

・食に関する価値観

・健康に関する価値観
など

・食料供給の課題

・食料需要予測
など

・国内外の研究開発状況

・他のWT（スマート育種、細胞農業、

SPACE FOOD）からのインプット

◆ 過去30年の生活スタイルに
係る調査（文献）

◆ 2050年の生活スタイルに係
る調査（文献＋アンケート）

◆ ヴィーガン等環境意識の高い
消費者動向（文献＋アンケート）

◆ 気候変動が食料供給に与える
影響（文献）

◆ 食料需要予測に係る調査（文

献）

◆ 食料供給の課題

◆ フードテックに係る市場調査
（文献＋アンケート）

◆ 技術開発トレンド調査（文献）

＜関連調査＞



３．実績
開催回 主な議題 形式

第１回 WTの目指すもの、当面の進め方 事務局説明、質疑応答

第２回 2050年のライフスタイルの変化
事務局等からの話題提供、
意見交換（グループワーク
①）

★タスクフォース①
2050年の食料需給
（食料供給の課題、食料需要予測）

専門的観点からの意見交換

★タスクフォース② 技術開発動向 専門的観点からの意見交換

第３回 2050年の食料需給/技術開発
事務局、タスクフォースからの
情報提供、質疑応答

第４回 食卓の姿
事務局からの素案説明、意
見交換（グループワーク②）

★該当テーマに知見を有する有識者等を中心として、少人数で実施



４．キーワード

○データ駆動型 ○パーソナライズ化 ○健康への関心の高まり

○食の普遍的な価値（おいしさ、コミュニケーション）

○省力化／自動化 ○仮想／現実の境界が曖昧に ○環境負荷

○非接触／非対面 ○食思想による分断 ○工学的アプローチの進展

○キッチン／住宅の在り方の変化 ○外食と中食の概念の変化

○食育の重要性 ○食材の機能性 ○世界の人口増加



５．今後の予定
✓ 第一期は終了。

✓ 第二期のメンバーについては、改めて募集。（５月頃）

・基礎的検討

・ビジョン検討報告書

・追加検討

（例：文化、感覚、心

理、社会）

・ビジョン素案

ビジョン策定

・2050年の食卓の姿イ

メージ（イラスト）

・報告書

【第一期】
20年11月～21年３月

【第二期】
21年5月～10月（P）



フードテック官⺠協議会
「新興技術ガバナンスＷＴ」

令和３年３⽉16⽇
新興技術ガバナンスＷＴ事務局



１．WTの⽬標

技術戦略や
オープンイノベーション

農研機構 JST

NEDO その他
国研法⼈・
⺠間企業等

経産省

その他
関係省庁

農⽔省

厚労省

消費者庁 ⾷安委

ルール
（規制、規格、認証、知財等）

新興技術について知⾒を有する機関
（起業・研究開発〜事業化）

ルールについて権限を有する省庁
（事業化以降）

つなぐ
体制づくり

新興技術を育てる観点から、新興技術の知⾒を有する機関と、ルールについて
権限を有する省庁が情報共有等、連携する体制づくりが必要。

⇒

市場形成

⇒

強みの把握

この枠組みの構築に向けたネットワークづくり
を本WTのゴールとしたい。

※農林⽔産省フードテック研究会中間とりまとめ（令和２年７⽉）から抜粋



３．活動について

○ 昨年11⽉30⽇の第１回ＷＴにおいて、「新興技術のステージングごとに、
順々に、勉強会・意⾒交換を開催」することとしたところ。

○ また、参加メンバーに、ＷＴに対する要望等に係るアンケートを実施。

○ 今年度については、事務局の不⼿際により活動が低調であったが、４⽉
以降、改めて活動を積極化してまいります。
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スマート育種産業化WT
活動内容報告

令和3年3月16日

フードテック官民協議会 第2回提案・報告会



© 2021  QUNIE CORPORATION. All rights reserved.

◼ サマリー

◼ アンケート結果共有

◼ 上市までのプロセス

◼ マッチングPFとしての機能

目次



© 2021  QUNIE CORPORATION. All rights reserved.

◼ 本WTはゲノム編集技術応用食品の産業化のため協調領域の取組を目的。多様な機関から83名が参画。

◼ これまで全体会は2回開催、有識者やベンチャーへのヒアリングを実施しながら活動方向を決定。

◼ 今後の進め方は、省庁窓口担当者との意見交換の後、会員からの希望も聞いた上で計画したい。

サマリー

本WTの概要 活動概要

ゲノム編集技術応用食品の開発や上市に向
けては、様々な課題がある
そこで、「スマート育種産業化 WT」を発足し
産業化推進のために、組織横断的な協調領
域の課題とその解決策を議論する

趣旨・

目的

会員

ベンチャー

化学・食品

商社

コンサル・IT・通信

法律

業界団体

研究（大学・国研）

その他

14名

15名

10名

8名

7名

4名

20名

5名

計83名

会員へのアンケート調査にて、課題を
整理

ゲノム編集に関わる4名の有識者より
産業化への方向性をヒアリング

全体会 WT事務局

1/29
第2回

11/5
キックオフ

• ゲノム編集の概要
• 会の進め方

• 有識者ヒアを踏まえ
た会の進め方

• サナテックシード江
面先生ご講演

ゲノム編集技術応用食品の届出事務
を進めるベンチャーにヒアリング

（本日）第2会報告・提案会

担当省庁課と意見交換

第3回実施
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◼ 協調領域に該当する主な課題を4つに整理。そのうち届出・法規制の課題が多く挙げられたことから、本領域を
WTの取組課題とした。

会員からのアンケート結果

事業化 • 収益化にむけ長期間を要す可能性がある

• アセット、リソースの不足

• 関係者のマッチング

• 研究者の育成

• 資金面から長期間の研究開発が困難

• 事業者毎の個別課題（IPビジネス、要素技術開
発等）

届出・法規
制

• 事前相談が進まない

• 実質審査化しプロセスが不透明である

• 各国の法規制が異なり、輸入、輸出で障壁

技術開発

社会受容 • 消費者へ認知が低く、遺伝子組み換えのような負
のイメージが付される懸念

• 販売におけるブランディング・マーケティング戦略

会員が抱える主な課題※

協調領域として本課題に取り組むことに
※アンケート結果を抽象化して整理

会員の関心領域

41

36 35 34
32

26

社会受容 法規制 新品種利用 研究開発 知的財産 マーケティング
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ゲノム編集技術応用食品上市までに必要な届出先

プロセス 事前相談

①厚生労働省
医薬・生活衛生局 食品基準審査課

情報提供（届出）

③農林水産省
消費安全局 農産安全管理課

②農林水産省
消費安全局 畜水産安全管理課

届出

根拠法令
ゲノム編集技術応用食品及び添加物の
食品衛生上の取扱要領

ゲノム編集飼料及び飼料添加物の飼料
安全上の取扱要領

ゲノム編集技術の利用により得られた生
物であってカルタヘナ法に規定された「遺伝
子組換え生物等」に該当しない生物の取
扱いについて

食品として安全か 畜産飼料として安全か 生態系への影響はないか目的

事前相談

届出

◼ 上市には、以下3つの機関に書類の提出や事前相談、届出が必要となる。

◼ 「事前相談の前の事前相談」が存在すること、窓口複数による非効率性・非整合性、委員からの指摘対応等、
上市までに長い時間が掛かり、優れたゲノム編集技術応用食品の産業化が進まない懸念。

事前相談

事前相談の事前相談 事前相談の事前相談 事前相談の事前相談
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マッチングPFとしての機能

◼ 本WTは協調領域の取組を主としているものの、会員へのアンケートにおいて、オープンイノベーションとしてのマッチ
ングを要望する声も複数あったことから、会員が個人同士でマッチングできる仕組みを形成。

XX作物に興味があり、知見のあ
る方と繋がりたい

ゲノム編集に関するXX技術を有
しているので、関心のある方は声
を掛けてほしい

知財に関して関係者と意見交換
したい

会員と連絡先、マッチング要望をWT内で公開
※承諾した方のみ

会員の事業化における要望

事務局で要望を集約

要望をWT内で公開しマッチング

会員 連絡先 マッチング要望内容

XX XX@… …

… … …

… …

関心がある方は個別にコンタクト




