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フードテック官民協議会 2022年度 第1回 総会／提案・報告会
議事次第

1. 農林水産省ご挨拶

2. 本年度の実施内容

3. 本年度のスケジュール案

4. 重要事案（ビジョン、ロードマップ作成）に関する説明

5. 重要事案に関する意見交換

6. 会員からの提案・報告
• 昆虫ビジネス研究開発WT

• 細胞農業WT

• ヘルス・フードテックWT

• サーキュラーフード推進WT

• 細胞農業CC

• FOOD TECH Lab CC

7. 今後の予定

日時：2022年６月30日（木）15:00～17:00



２ 本年度の実施内容

総会／
提案・報告会

ビジョン及び
ロードマップの

策定

ビジネスプラン
コンテスト開催

オンラインで年3回を予定(本日

を含む)
• 第１回 2022年6月30日
• 第２回 2022年10月頃
• 第３回 2023年2月頃

• 規約変更など活動に関する重要事項を決定
• WT、CCの活動報告
• 有識者の講演や参加者との意見交換

時期、頻度目的、概要

フードテック官民協議会では、昨年度同様に総会、提案・報告会を開催することに加え、ビジョンとロード
マップの策定、ビジネスコンテスト開催等を予定しています。

• 7月頃にWT、CCや有識者から
の意見聴取を実施

• 10～11月頃に意見聴取期間
を設ける

• 成長戦略フォローアップに記載のフードテック推進ビジョン及びロードマップの策定を実施

• 会員、各WT、CCや有識者からのご意見、ご指摘を反映させながら策定を進める

• 10月頃から募集を開始予定
• 23年2月頃表彰予定

• フードテックにかかわる優れたビジネスプランを募集するコンテストを開催する

• 受賞者等のビジネスプランは、メディアへの情報発信等を通じて広く周知を行う

その他
• 毎月月末に配信• メールマガジンの配信

• 希望に応じ通年で実施• 会員等のマッチング支援

WT・CC開催
• 7月を中心に1～2回程度意見
聴取を行う

• 昨年度同様、協調領域の課題解決に向けたテーマごとの専門的な議論等を行う

• 今年度は協議会としてのビジョン、 WT、CCごとのロードマップ策定に向け、事務局からの意見
聴取を依頼予定

• 5月、7月に公募
• 9月頃から開催

（令和3年度補正、4年度の補助事業）

• ビジネスモデル実証事業募集

• セミナー開催

関連事業



３. 本年度のスケジュール案

• 年３回開催する総会／提案報告会の期日をマイルストーンに、 WT、CCとの協議を行い、ビジョン及
びロードマップを策定。

• ビジネスプランコンテストも並行して進行し、２月の総会／提案・報告会と同日に表彰式を開催予定。

2022年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

総会/提案・報告会

WT、CCの開催

ビジョン及び
ロードマップ策定

ビジネスプラン
コンテスト

メルマガ配信

関連事業、その他

総会/提案・報告会

ビジョン骨子、
ロードマップ案の検討

補助事業
公募

セミナー等の開催

総会/提案・報告会 総会/提案・報告会

表彰式

意見聴取修正案作成 修正・調整

募集

1次
審査

2次
審査

メルマガ配信

WT、CCの開催

補助事業
公募 セミナー等の開催

決定WT、CC

有識者



４．重要事案（ビジョン、ロードマップ作成）に関する説明

• フードテック推進ビジョンの骨子

• ロードマップ案



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

４．重要事案（ビジョン、ロードマップ作成）に関する説明

作成は、会員の皆様、各WT、CCからのご意見、ご指摘をいただきながら進めたいと考えています。ご意
見等を踏まえ、事務局で資料のブラッシュアップを行います。

➢ ビジョン、ロードマップ作成に向けたタイムライン

作成に必要な視点
や項目へのご意見

修正案に対する
ご意見

最終版のご確認

骨子の検討 修正案作成ビジョン

ロード
マップ

決定・公表
（総会/提案・報告会）

修正・調整意見聴取

ご協力いただきたいポイント

➢ ご意見をいただきたい視点

• ビジョン、ロードマップに盛り込むべき視点、項目
• 参考にすると良い国内外の最新の事例や動向

※農林水産省や関係省庁の見解の整合性などから、すべてのご意見を反映できない場合や、表現や内容を調整させて
いただく場合がございます。

WT、CC

有識者

案作成
WT、CC

有識者
修正案作成 修正・調整意見聴取



４．重要事案（ビジョン、ロードマップ作成）に関する説明

フードテック推進ビジョン

１ はじめに

２目指す姿

３課題と必要な取組

（１）プレーヤーの育成

（２）マーケットの創出

ロードマップ

・植物由来の代替タンパク質源

・昆虫食・昆虫飼料

・スマート育種のうちゲノム編集

・細胞培養食品

・食品産業の自動化・省力化

・情報技術による人の健康実現



４．重要事案（ビジョン、ロードマップ作成）に関する説明

フードテック推進ビジョンの骨子

１はじめに

• フードテックは、バイオやデジタル等の分野における科学技術の発展に伴い、人口増加に対

応した食料供給、環境保護等の社会的課題の解決につながる新たなビジネスとして期待さ

れている。

• 農林水産省では「みどりの食料システム戦略」を策定し、持続可能な食料システムの構築の

ため、フードテックの展開を産学官連携で推進し、AIやロボットにより食品製造業の自動化

等を進めることとされている。

• 政府は「健康・医療戦略」を策定し、「健康に良い食」を科学的に解明し、ヘルスケアサービ

スに連結したビッグデータを整備することとしている。また、食に求める人々のニーズは、健康

志向やアレルギー対応等、多様化している。

• 政府は2022年をスタートアップ創出元年として、スタートアップの創出支援やバイオものづくり

への重点投資を表明している。



４．重要事案（ビジョン、ロードマップ作成）に関する説明

フードテック推進ビジョンの骨子

２目指す姿

日本発のフードテックビジネスを育成することで、日本と世界の食料・環境問題の解決に貢献

するとともに、日本を活性化する新しい産業を創出し、日本経済の発展に貢献する。

（１）世界の食料需要の増大に対応した持続可能な食料供給を実現する

【現状】

• 増大する食料需要や地球環境への負荷、生産資材の価格高騰等のリスクに直面して

いる中、持続可能な食料供給を実現する必要がある。

• プラントベースドフード、ゲノム編集育種、昆虫や微生物の活用、AI等を活用したフード

ロスの削減などの研究開発が進展している。

【将来】

• 気候変動への対応や生物多様性保全など地球環境への負荷低減と、タンパク質源

等の食料供給の増大を両立する。



４．重要事案（ビジョン、ロードマップ作成）に関する説明

フードテック推進ビジョンの骨子

２目指す姿

（２）食品産業の生産性の向上を実現する

【現状】

• 人口減少・高齢化や原材料価格高騰等により、食品産業が厳しい状況下にあるため、

スマート化により生産性向上を図る必要がある。

• AI・ロボットについて現場環境に応じたカスタマイズや対応範囲の拡大が進められている。

【将来】

• サプライチェーンにおける過重な労働負担・人手不足を解消し、食料の持続可能な供

給を実現する。



４．重要事案（ビジョン、ロードマップ作成）に関する説明

フードテック推進ビジョンの骨子

２目指す姿

（３）個人の多様なニーズを満たす豊かで健康な食生活を実現する

【現状】

• 健康やアレルギー対応等、様々なニーズに最適化した食品やサービス等の開発が必要

である。

• 機能性成分含有量の多い作物、完全栄養食、各個人に最適な食事の提案を行うア

プリ、食に制限のある者に対する製品等の開発が進展している。

【将来】

• 個人の嗜好、信条、ライフスタイル、健康状態等を踏まえて個別最適化した食体験を

提供することで、心身の健康を実現する。



４．重要事案（ビジョン、ロードマップ作成）に関する説明

フードテック推進ビジョンの骨子

３課題と必要な取組

（１）プレーヤーの育成（フードテック企業を生み出すための環境整備）

① オープンイノベーションの促進

• スタートアップと大企業、大学等の研究者と企業、農林水産・食品分野と異分野の

連携等のオープンイノベーションを実現することで、新たな技術の創造を促進する。

• テーマごとのコミュニティを形成し、連携先のマッチング、協調領域の課題解決、設備・

販売網・知見の共有等を促進する。

① スタートアップの育成

• ルール整備や消費者理解の確立等に時間を要する新技術を導入するフードテックの

事業化の課題を解消するため、構想から事業化まで適切な資金供給を行う。

• フードテック分野に関心を持つ機関投資家への情報開示の在り方を検討する等、民

間投資を活性化するための環境を整備する。



４．重要事案（ビジョン、ロードマップ作成）に関する説明

フードテック推進ビジョンの骨子

３課題と必要な取組

（２）マーケットの創出（新たな市場を作り出すための環境整備）

① 戦略的なルール作り

• 新たな技術を事業化するために必要となるルール整備について、国や民間による対応

方針を決定する。

• 海外市場へ進出するコスト増大を防ぐため、国際整合性を踏まえたルールを整備す

る。

② 消費者理解の確立

• 食経験の少ない食品について安全確保の取組を進めるとともに、適切な表示、消費

者への情報開示やコミュニケーションを実施し、消費者の信頼を確保する。

• 目に触れ口にする機会の提供や、社会課題への理解を増進する。



ロードマップ（案）

植物由来の代替タンパク質源 ・・・・・ １

昆虫食・昆虫飼料 ・・・・・ ２

スマート育種のうちゲノム編集 ・・・・・ ３

細胞培養食品 ・・・・・ ４

食品産業の自動化・省力化 ・・・・・ ５

情報技術による人の健康実現 ・・・・・ ６

令和４年６月30日フードテック官民協議会総会資料



取組
実施時期

対応者
2022年度 2023年度 2024年度～

プレーヤーの育成（技術開発の促進やスタートアップの育成）

味や食感、香り等の向上に向けた商品開発
民間企業
農林水産省

消費者ニーズ等に対応した国産原料を活用した商品開発 民間企業

大豆の新規用途育種素材・品種の研究開発 研究機関

マーケットの創出（ルール作りや消費者理解の確立）

大豆ミート食品類JASの普及
農林水産省
民間企業

大豆ミート食品類JASの国際化
農林水産省
民間企業

プラントベースフードのISO規格策定への関与
農林水産省
民間企業

植物性食品を取り入れることのメリットや意義の発信 業界団体

ロードマップ 植物由来の代替タンパク質源
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取組
実施時期

対応者
2022年度 2023年度 2024年度～

プレーヤーの育成（技術開発の促進やスタートアップの育成）

大量生産段階に移行するための、昆虫飼養管理及び製品化システムの技術
開発や、コストダウンに向けたプラント仕様の実証

民間企業

昆虫飼料の養殖魚（魚種ごと）、豚、家きんへの給餌適性の把握 民間企業

マーケットの創出（ルール作りや消費者理解の確立）

安全性確保のための生産ガイドラインの作成による、業界全体への消費者
からの信頼性の確保

コオロギの食品及び飼料原料としての利用における安全性確保のため
の生産ガイドライン

業界団体

他の昆虫についてのガイドライン 業界団体

昆虫食・昆虫飼料のメリットや意義の発信 業界団体

ロードマップ 昆虫食・昆虫飼料

17



取組
実施時期

対応者
2022年度 2023年度 2024年度～

プレーヤーの育成（技術開発の促進やスタートアップの育成）

ゲノム編集による新たな商品の開発・販売
民間企業
研究機関

マーケットの創出（ルール作りや消費者理解の確立）

ゲノム編集技術の利用により得られた生物の生物多様性影響に関する情報
提供のプロセスの迅速化に向けた取組

農林水産省

消費者理解の増進
研究機関
民間企業
農林水産省

ロードマップ スマート育種のうちゲノム編集

18



取組
実施時期

対応者
2022年度 2023年度 2024年度～

プレーヤーの育成（技術開発の促進やスタートアップの育成）

組織形成手法の確立
民間企業
研究機関

コスト削減手法の確立
例）使用するタネ細胞（初代細胞、不死化変異細胞等）、成長因子

民間企業
研究機関

マーケットの創出（ルール作りや消費者理解の確立）

食経験のない新規食品であることから、安全確保の仕組みの構築
厚生労働省
農林水産省
業界団体

表示ルールの整備・適切な表示の実施
消費者庁
農林水産省
業界団体

タネ細胞の取扱いに関するルールの整備
農林水産省
業界団体

家畜・水産動物衛生のための適切な措置の実施
農林水産省
業界団体

消費者理解の確立 業界団体

ロードマップ 細胞培養食品

現在、業界の協力を得ながら、国において細胞
培養食品に関する開発企業の製法や海外の動向
についての情報収集を図っており、その結果に
応じ、必要な措置やスケジュールを策定予定
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取組
実施時期

対応者
2022年度 2023年度 2024年度～

プレーヤーの育成（技術開発の促進やスタートアップの育成）

既成の AI・ロボットについて、現場での普及・定着を図る
（例：タラコ等のAI検品）

民間企業
経済産業省
農林水産省

試行段階の AI・ロボットについて、優先課題を特定して、食品製造の現場
環境に応じたカスタマイズを図る

（例：ポテトサラダの盛り付けロボット）

民間企業
農林水産省

人による繊細な動きが求められ、AI・ロボットによる代替が難しい複雑な
工程については、AI・ロボットの対応範囲を拡大するための研究開発を食
品企業との連携等により推進する

（例：魚の小骨取り等水産加工の前処理）

民間企業
経済産業省
農林水産省

マーケットの創出（ルール作りや消費者理解の確立）

AI・ロボットについて、人間との協働のための安全性確保のためのガイド
ラインの作成する
（ロボットの種類や大きさ、使用環境に応じた出力の上限、必要な安全装
置［緊急停止機能等］、ガード設置等）

総菜製造に関するガイドライン 農林水産省

その他の業種別ガイドライン 農林水産省

ロードマップ 食品産業の自動化・省力化
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取組
実施時期

対応者
2022年度 2023年度 2024年度～

プレーヤーの育成（技術開発の促進やスタートアップの育成）

我が国の食材の栄養・機能性に関するデータ等、健康効果のエビデンスの
蓄積

研究機関
民間企業

個人最適食の設計・提案に必要な技術の開発

個人の健康データ（血圧や腸内環境など）を低負荷で取得できるデバ
イスの開発

民間企業

摂食内容を簡便かつ正確に把握するための手法の高度化
研究機関
民間企業

提案された個人最適食を提供するためのビジネスモデルの確立 民間企業

マーケットの創出（ルール作りや消費者理解の確立）

健康データの取扱のガイドラインの検討 業界団体

ロードマップ 情報技術による人の健康実現
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５．重要事案（ビジョン、ロードマップ作成）に関する意見交換

本年度作成を行うビジョン、ロードマップについて、民間企業、学術関係者等、それぞれの立場から見た
建設的なご意見を頂けますでしょうか。

➢ ご意見をいただきたい視点

• ビジョンの骨子に対するご意見

• ロードマップ案に対するご意見

• 今後の進め方に対するご意見




