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1． 事業概要 

1.1  背景及び目的 

気候変動や感染症の流行等を背景として、持続可能な食料供給を可能とするフードシス

テムへの関心は世界的に高まっている。このような中、食料問題、健康・栄養問題、気候変

動、労働力不足といった社会課題や、多様化する消費者の価値観に対応する「フードテック」

に注目が集まっている。 

他方、日本においても、昆虫活用、調理ロボット、冷凍技術、健康・栄養に配慮した調理

や食品などの分野で、技術に強みを持つフードテックのスタートアップが増えており、費用

低減や需要創出を通じて、農林水産業の生産性向上・所得向上につながることが期待されて

いる。 

このため、本事業は、将来的な国内外の食料需給動向、食料供給の課題、フードテックの

トレンド等の情報を収集・分析するとともに、令和 2 年 10 月に設立したフードテック官民

協議会（以下、官民協議会という。）の事務局運営等を通じて、我が国のフードテックの振

興施策の検討に資することを目的として実施する。 

1.2  本事業における実施事項 

本事業では、次の各調査を実施した。また、官民協議会の事務局運営として、大規模ウェ

ブ会議の運営及び調査資料の提供を行った。 

「フードテックに係る市場調査」では、フードテックとして算出する技術の特定を行い、

各種技術について、2050 年の市場規模を「消費者アンケート調査」及び「各種統計データ」

に基づいて推計ロジックを組み立てて算出した。 

「生活スタイルの変化に係る調査」では、「過去 30 年の生活スタイルに係る調査」及び

「2050 年の生活スタイルに係る調査」を実施する。「過去 30 年の生活スタイルに係る調査」

は、「30 年後の将来の食生活」が「現在の食生活」からどの程度の「変化があり得るか」を

について、一定の共通認識を醸成するために実施した。「2050 年の生活スタイルに係る調

査」は、各省庁が将来推計・予測を行っている各種調査研究の報告書を整理し、分野別に

2050 年の生活イメージを共有できるよう、大きな将来像を描いた。また、生活基盤等の変

化に対するニーズ及び課題の把握を目的として、「消費者アンケート調査」を実施した。 

「気候変動が食料供給等に与える影響」では、国内外の文献調査を実施するとともに、「ヴ

ィーガン等、環境意識の高い消費者動向」として既存のマーケティング調査に加えて独自の

「消費者アンケート調査」を実施した。 

「食料需要予測に係る調査」では、国内外の文献調査に基づき、前提条件および予測間の

相違について取りまとめを行った。 

「食料供給の課題及び技術開発トレンド調査」では、「食料供給の課題」、「技術開発トレ

ンド調査」、「技術ガバナンス事例調査」の３つの観点から調査を実施した。 

「食料供給の課題」では、既存の調査研究資料より、品目別に食料供給にかかる課題とし

て指摘されている事項を整理し、供給の「インプット（投入資源）」「プロセス（土地、生産

技術等）」別の課題と、プロセスが環境に及ぼす影響、環境側がインプットやプロセスに及

ぼす影響に着目し、課題リストとして整理した。 
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「技術開発トレンド」では、インターネット検索及び論文検索により、食料供給の課題に

対応する技術開発に取り組む先進的な国際機関・研究機関の調査、及び技術分野別の論文検

索を実施した。 

「技術ガバナンス事例調査」では、国内外の国際機関・研究機関を対象に、フードテック

分野の技術ガバナンスに係る取組を、ホライゾンスキャニング、フォーサイト、テクノロジ

ーアセスメント、リスクアプローチ及び規制ギャップ調査・規制影響評価の観点から収集・

整理した。 

これら調査に加え、官民協議会の下部組織として活動する「2050 年の食卓の姿ワークチ

ーム」のウェブ会議（全 4 回）及び、2050 年の食卓の姿ワークチームの議論に関連するテ

ーマでの専門家によるタスクフォース（全 2 回）の実施について、ウェブ会議での実施及び

資料作成を実施した。また、官民協議会の第 2 回報告・提案会について、ウェブ会議での実

施を事務局として支援した。 

1.3  調査結果概要及び「2050 年の食卓の姿 WT」への情報提供 

本事業での調査結果は、「2050 年の食卓の姿ワーキングチーム」（以下、「2050 年の食卓

WT」と略す）へのインプット情報として活用され、同 WT の活動を通じたフィードバック

を受けながら同時並行で実施された。「2050 年の食卓の姿 WT」は、農林水産省の主催する

フードテック官民協議会の下で活動する７つのワーキングチームのうちの一つである。 

「2050 年の食卓 WT」は、2020 年 10 月にメンバーを募集し、今年度はキックオフ会議

を含めて 4 回開催された。新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点から、全てオンライ

ン会議での開催となったが、うち、2 回でグループワークが実施された。また、WT メンバ

ーを含む専門家等からのフィードバックを得るため、「食料需給、気候変動影響」及び「技

術開発トレンド」についてタスクフォースが各 1 回、計 2 回開催された。 

 
初回のオンライングループワーク（第 2 回 WT）では、本事業の調査結果より、まず、過

去 30 年の生活スタイルの変化を振り返り、30 年先の未来を見通すにあたっての変化の幅

を示すデータ等を提供した。ここで取り上げたデータは、主に以下の通りである。（参照：

3.1 ） 

 「くらしのインフラ」として、IT・情報通信機器の普及、エコカー、再生可能エネル

ギー等の環境負荷軽減技術の普及 

 「仕事・暮らし方」として、一人暮らしの増加、女性の社会進出の進展の状況 

 「食と健康」に関連する変化として、電子レンジの普及と冷凍食品の利用拡大、内食

から中食への変化等 

また、既存調査や文献等の情報から、2050 年に予測される社会変化として、ライフスタ

イル変化に関わる要素を、「食」、「健康・医療・介護」、「仕事・働き方」、「住居・暮らし方」、

「通信」、「エネルギー」、「モビリティ」の 7 つの分野に分類し、関連するキーワードを抽出

した。その上で、想定される 2050 年の食卓の姿を例示して示した。ここで、例示した 2050

年の食卓の姿は次の通りである。（参照：3.2 ） 

 地球のことを考えて、メイン料理には代替肉・培養肉を選択 

 健康・医療情報に基づいたパーソナライズ食生活指導 

 調理ロボットと VR による、ランチミーティング、異業種懇親会の実施 
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 好きな店の料理を自宅で再現して、好きな場所で、好きな人と食事 

 AI 搭載冷蔵庫が、食品の在庫を判断して自動で買い物・宅配 

 食材の食べられない部分などの生ごみを利用して、各家庭で発電 

 お出かけ自動カプセル内で、好みの料理がその場で調理・提供される 

 
次に、本事業による調査「4.1 」「5．」「6.1 」の結果を取りまとめ、「2050 年までの食

料需給を取り巻く課題マップ」として、「食料需給、気候変動影響」のタスクフォースにて

ご意見を伺った。 

 
 

 
 

図 1-1 2050 年までの食料需給を取り巻く課題マップ 
出所）各種資料をもとに三菱総合研究所作成 

 

 また、本事業による調査「2．」「6.2 」の結果を取りまとめ、「フードテックに係る技術

動向マップ」として、「技術開発トレンド」タスクフォースにて、ご意見を伺った。提示し

たマップに対して、現況の食品流通を前提としない形で描くべき等の指摘があり、下図の

成果を得た。また、2050 年のフードテック市場規模について、一定のロジックを置いて試

算できるものを積み上げて、279.2 兆円と試算した。 
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図 1-2 フードテックに係る技術動向マップ 
出所）各種資料をもとに三菱総合研究所作成 

 

 後に、オンライングループワーク（第 4 回 WT）では、以上の情報をインプット情報

とし、2050 年の食卓に係る「食材生産」「食の消費」「食と健康」のイメージを文章として

作成した。関連の深い社会情勢と 30 年後の姿としてのイメージを提示することで、グル

ープワークを通じてより具体的なイメージを肉付けするための土台とした。 

 また、後日、第４回 WT のグループワークにおいて各グループでファシリテーターを務

めたメンバー（農林水産省、三菱総合研究所）による情報共有を行い、ここでの議論を踏

まえてグラフィックレコードを作成した。 
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図 1-3 2050 年の「食材生産」イメージ案 

出所）2050 年の食卓の姿ワーキングチーム・第 4 回資料として MRI 作成 

 
図 1-4 2050 年の「食の消費」イメージ案 

出所）2050 年の食卓の姿ワーキングチーム・第 4 回資料として MRI 作成 
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図 1-5 2050 年の「食と健康」イメージ案 

出所）2050 年の食卓の姿ワーキングチーム・第 4 回資料として MRI 作成 
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