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未来の肉はアニマルフリーなのか？<後編〉
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GoodFoodlnstitute上級科学者

久保村･食文化研究所

食品の安全性，食糧の安全確保，持続可.能

に簡単で造りやすいと推測できる。これらの

性而で多大な恩恵をもたらす可能性を秘めて

加工肉は小さな培養組織片から簡単に得られ
るマトリックスで橘成されており，複数の共
培養細胞から織成される複雑で完成された組

いるクリーンミートの製品化が，細胞培養研
究の進歩により現実味を帯びてきた。

織を必要としない。さらにこれらの加工品の

9．クリーンミートを市場に持ち込む

生産においては，通常の畜産物原料から工業

クリーンミートがいつ市場に出回るように

的に製造された製品と同様に，食感を改善す

なり,何処の製品が最初に上市され,スーパー

るために必要な結着剤，増粘安定剤，ゲル化

の棚に並ぶのを目にすることができるのかを

剤などを使用することができる。

予想するためのポイントは2点，消費者の購
入価格と製品の完成度である。現在，

多くの企業はさまざまな種由来の細胞に適

この

応できる応用可能なブラシl､フォームの開発

1〜2年に設立されたベンチャー企業を中心

を目指している。動物の種類や起源が異なっ

に世界各国十数社の企業がクリーンミートの

ていても，筋肉細胞など特定の組織細胞が必

開発・生産に取り組んでいるが， これらの企

要とする成分や織造は，生物学的には類似し

業は3〜5年以内に最初のクリーンミート製

ている。そのため牛肉ミンチの生産プラット

品が市場投入され，当初は高級レストランに

フォームの開発に成功した企業は，鶏肉や七

おいてプレミアム価格で提供することになる

面鳥のミンチも同様に生産できる可能性が高

であろうと予測している。これは2016年に

い。脂肪細胞や筋肉細胞を同時共培養でき

ImpossibleFoodsがヘム鉄を強化した植物

るような一定の形式を開発し，複雑な組織構

ベースのハンバーガーを，大規模展開に先駆

造の製品を得意とする企業は，霜降りステー

けて限られた数店舗のレストランでデビュー

キや脂がのった豚肉を生産できる可能性が高

させたマーケティング戦略と非常に近い。

い。薄切り肉を培養するのに理想的なプラッ

一方，技術的完成度から市場投入への可能

性を探ると， ソーセージ，バーガー， フィッ

トフォームを持つ会社は，ベーコンや刺身の
市場開発が進むことになるであろう。

シュスティック，チキンナゲットなど比較的

その一方で特定の動物種に特化したクリー

均一で複雑でない構造の加工肉製品は，霜降

ンミート生産に取り組む企業もある。例え

り肉のステーキや烏の胸肉などよりもはるか

IjFFinlessFoods(https://finlessfoods.
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com/)は，

クロマグロを初めとする魚介類

卜はベンチャー企業や支援サービス機関， ま

製品の細胞培養による生産に向けて研究開発

た原材料を提供する企業にとって魅力的な市

を進めている。

場となってきた。今後さらに開発競争は加
速し続けると予想される。

10.挑戦と機会

*TheIFvr: IFrのNEXTinitianve,食品科学に係わる地

球規模の問題を伝えるという目標を持ち，従来のやり方に
挑戦する思索的で重要な議論を呼び起こすために，斬新な
考えと発見を結びつける高度な手法に取り組んでいる。

11．クリーンミート規制環境を舵取りする
クリーンミートの製造販売に係わる規制は
各国ごとに異なるが，以下の3つの原則に基
いくつかの企業が，

開発したクリーン

づいていなければならない。

ミートのデモ試食会を実施している。Mosa

第一に，主たる管理をする規制機関を1つ

Meat社は2013年に初めてのクリーンミート

に定めることである。クリーンミートは構造

ハンバーガーを販売｡MemphisMeats社

工学，バイオ農業細胞培養など幅広い分野

はミートポールからフライドチキン，

オレ

の技術を駆使して製造されるが，最終製品は

ンジ添えのアヒルにいたるまでさまざまな

食品である。そのため食品安全の担当規制当

クリーンミートを披露。FinlessFoods社

局がクリーンミートの管理に関する最も高度

はIndioBio(バイオテクノロジー事業の推進

な専門知識を持っていなければならない。

支援機関)参加のデモストレーションにおい

第二に，規制当局は，必要な安全性データ

てクリーンフィッシュを調理して提供。東

についての情報や生産方法による審査方法の

京に本拠地をおくIntegriculture社の研究

違いに係わる見解を，生産者に明確に伝える

チームは，

べきである｡クリーンミートは肉であるから，

ミニチュア・フォアグラをサンプ

安全性評価の手法は，基本的に畜産業によっ

ル配布した。
クリーンミートの製

て生産された肉と同様であるべきである。た

造販売はすでに承認されている。実用化へ

だし，食用足場など，他の食品に使用されて

の主な課題は規模とコストにある。細胞の

おらず，一部のクリーンミートだけが使用す

増殖効率を最大限に高めること，筋肉と脂肪

る特有の成分がある場合は，新たに安全性評

への分化を調節すること，厚切り肉をたやす

価を必要とすることがある◎

米国の食品規制では，

く造れる足場を開発すること，複数の細胞型

第三に， クリーンミートを市場で不利な立

を同時に増殖させることなど，市場投入に向

場に立たせるような苦々しい規制管理があっ

けた基礎的な研究課題はいまだ残っている。

てはならない。膨らみ続ける世界人口を養う

これらの課題解決に向けてのプロジェクト

ために，畜産業で生産された動物の肉よりも

は，大学など学術研究機関とクリーンミート

効率的なクリーンミートが有望であることは

生産を目指すベンチャー企業との連携研究，

明らかである。各国政府は安全性と消費者

さらに特定の専門知識を有する既存の食糧分

の信頼を確保しつつ，

野の研究者や先端生命科学産業の技術者と新

に市場流通させるための道筋を明示できる規

たにパートナーシップを結ぶことによって推

制を実施すべきである。表示についても同様

進される。開発が進むにつれ， クリーンミー

で，
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クリーンミートを迅速

クリーンミートが他の肉類と互角に競争
51

できる表示基準を適用しなければならない。

12.専門用語と消費者の受け入れに関す
る用語
クリーンミートは， 「ラボ育成肉」「合成

肉」｢試験管肉」｢体外受精肉」といった端的で
クリックしたくなる名称で報道されている。

食品業界では，名前，用語，表現の仕方が，

替エネルギーに投資する際に「クリーンエネ

ルギー」という言葉を採用したのと同様であ
る。タイソンやカーギルなどの大手食肉企業

は，同製品について述べる際には「クリーン
ミート」をすでに公に使用している。
13．おわりに

家畜から

肉

を取得するために，穀物栽

消費者の受け入れと需要に大きな影響を及

培のおよそ40倍の飼料・水・土地が必要で

ぼす可能性がある。近年では「カルチャー

ある（羊50倍，牛40倍，豚20倍，鶏7倍）。

(culture)ミート ：培養肉，養殖肉」という

牛1頭あたり年間およそ4万1600リットルの

言葉がよく使われるが， この名称も生命科学

飼料と水が消費され，

さらに牛1頭の消化活

の領域を超えた混乱を招いている。食品科

動によるメタン排出量は世界の温暖化ガスの

学における｢培養された」とは，通常，微生

17.8%に相当するという。「人類の未来」を

物による発酵または消化プロセスを指し，正

願う時,爆発的に増加する人口を養うために，

確にクリーンミート生産プロセスを捕らえる

これ以上家畜の数を増やすことは，危うい選

ものではない。同様に｢養殖された」という

択である。

用語も，養殖魚(culturedfish)が水産養殖

限りある農業資源から食糧，飼料，燃料を

によって育てられた魚を指しているように，

生産することが食品産業にいかなる影響を及

特定の製品部門で別の確立された意味をすで

ぼすだろうか？

に有している。

本来は動物や植物から収穫される産物を特

クリーンミートをどの名称で呼ぶことが，

定の細胞を培養することで生産する手法は，

消費者の間で最も受け入れられやすいかとい

非細胞の有機物については，すでに食品，農

う事前調査研究が現在までに3本実施されて

業分野で実用化されている。例えばカゼイ

いる（内1本は未発表)。これらの調査結果は

ン，ゼラチン，バニリン，

オメガ3脂肪酸，

いずれも， 「クリーンミート」の名称を使用

オボアルブミンなどが挙げられる。食肉，

すると，消費者の製品への関心が高まること

食用部の臓物，皮革，毛皮，木などの細胞製

を示している。消費者の認知度の向上と消

品については，

費傾向の変化に伴い，今後も継続した調査が

には医療の分野となる。これらについては，

必要である。クリーンミートの生産企業は，
これらの調査結果を注視し，商品が店頭に並

MemphisMeats(米国：クリーンミート),
PerfectSay(米国：酵母から牛乳),Clara

んだ時に消費者が共感する可能性が最も高い

Foods(米国:卵白), FinlessFoods(米国：

名称を一律に使用することが得策である。

魚肉培養),ModernMeadow(米国：皮革

目的は農業であるが，技術的

クリーンミートという用語は，消費者に製

製品),GinkoBiworks(香料・微量成分)な

品の利点を正確に伝えるものであり， 「培養」

どが， 「もどき」ではなく，分子レベルで本

のような既存のイメージに基づく混乱を招か

物と同じものを目指し開発を進めている。

ない。クリーンミートの最も顕著な利点は，

世界の食肉市場はおよそ150兆円，牛肉市

微生物汚染がなく，エネルギー消費が少なく

場が70兆円，

環境に対してもクリーンなことである。燃

ケットを形成している。

料業界が，既存の化石燃料から持続可能な代
52
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動化が必需であり，次は化学工学(Plant

Engineering)の分野に進んでいることとなる。
本物の牛肉に酷似した代替タンパク資源に
ついて， 「科学の裏側」において安全性をめ
ぐる奇妙な攻防が起きている。

P

昨今では，牛挽肉と香り，風味，外観食

感がそっくりな，大豆と遺伝子組換え酵母に

より生産されたImpossibleBurgerが登場。

巳

【

同品の開発にあたって，食肉に必須物質であ
る｢ヘム鉄」に注目したという。鉄は動物だ

可

けでなく植物にも存在しているがヘム鉄は主

ヨ

に動物の肉や血液に存在する。鉄は欠乏お

よび過剰摂取での科学的知見が多く報告され
ており，ヘム鉄は吸収率の高さから健康面で

写真クリーンミートは

詞

期待される代替えタンパ

巳

も注目される物質である。

ク質源となるであろう

本当に牛肉の香りは，再現可能なのだろう
的経緯を振り返ると，その概念はすでに19世

か？本物の肉と区別のつかない植物由来バー

紀のSF作品から登場している。実用化に向

ガーを理解するには，牛肉の風味成分を可.能

けての技術開発は1997年のNASAによる魚

な限り特定し,再現する必要がある。実際に，

肉培養実験から始まり，現在に至るまで延々

牛肉サンプルを加熱して放出した香りをファ

と続いている。2013年に行われたオランダユ

イバー片に吸着させ,GCMS等最新機器を

トレヒト大学MarkPost教授による試食会

用いて香りにかかわる化合物を分離特定し，

では特に大きな脚光を浴びた。ただ同試食会

さらに分離されたすべての化合物の定量によ

のハンバーグは，従来の細胞培養方法で大規

り香り成分における正確な割合がわかれば，

模化した場合1個20092800万円と高価なも

特定の風味や香りを再現できるであろう。つ

のとなり，実際の食糧生産には適さない。

まり味の再現には分子ガストロノミー（科学

実用化に向けては低価格培養液，最適
な細胞足場，培養システム，

現在

食品代替上市後

さらなる全自

大豆など

｜

的に味や調理法を分析する分野の技術)の活

乳卵

大豆など

用が必要となる。

食肉

｜顔￨新た葱代寳ﾀﾝパｸ源｜乳卵

食肉

｢ 植物系 ｜｜ 藻類系 ｜ ｜ 昆虫系 ｜ ￨ 微生物系｣￨
ー一

ノ 、

L

食肉・乳卵食材の
同等品を植物から生産

ノ

V

Y

新たなタンパク源
を提案

細胞農業；食肉・乳卵を
新たな方法で生産
*ShOjinmeatProiectより抜粋

図1代替えたんぱく質源
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●シャーレで創る肉

クリーンミー･ﾄは？ベジタリアンは食べる

，rlIcP(･IriI〕i511PI8lt l・

家畜由来の幹細胞を食肉
に育てる方法が開発され

一一一一一

６︽

１

Ro稗廿画麺、…耐笹 $"…画n．恥舳nF｡…駈口㎡山
f 口畝垂1吋h卜酎日…U託qL

ている。

1）健康な豚や牛,鶏から
胚性幹細胞または成
体幹細胞を取得する。
筋組織を採取

麺
I

I

2a)胚から採取した幹細
胞は,簡単に増やせる
が,幹細胞に変えるの

P

のか？ハラールなのか？仏教で言う「殺生」
していないタンパク質なのか？動物愛護団体
の反応は？こうした文化・社会的なインパク
トに畜肉産業はどのように対処・反応するだ
ろう？食肉革命は起きるのか？
クリーンミートは不味い？それとも美味?？

は難しい

2b)筋肉組織から採取し
た成体幹細胞は,増殖
させるのは難しいが，
容易に筋細胞になる
3）幹細胞を藍藻由来の
培養液中で育て,何
倍にも増やす。
その後,幹細胞を刺激
して筋細胞に変える
4）細胞を足場の上にお
いて,筋線維を形成さ
せる｡張力を加えて細
胞を鍛え,大きく成長

■著者プロフィール
Dr.LizSpecht

IFTのメンバーであり産業用畜産腱業に代わるラント
ベースのクリーンミートの成長を支援する非営利団体

GoodFoodlnstituteの上級科学者(lizs@gfi・org)。

参考文献
WHO2017年11月7日プレスリリース｢抗生物質耐性

させる。

採取した筋線維シート
5）できた筋細胞を採取
後,消費する。
肉薄片は,ステーキで

ノ

の拡散を防ぐために，健康な動物への抗生物質の使用
を中止せよ」

関連性のあるコンテンツ

はなくソーセージやひ

き肉など加工食品原
材料形態で登場する
であろう

持続可能なタンパク質の選択肢を提供するラボ肉
持続可能なタンパク質：コオロギから試験管肉まで
培濫鶏肉に焦点を当てたプロジェクト
複雑な味覚のための味付け可能なタンパク質
クリーンミート ：細胞培養技術を用いた動物のいら

冬｡

■■■■

■圃

図2シャーレで創る肉(イメージ図）

ない肉生産

究極のクリーンミートは｢価格と味」 l細
胞培養の価格低下に合わせた商品展開をどの

くぼむら・きよこ

ように行うのか？が最大の課題となるであろ

青山学院短期大学から，実践女子大学

う。細胞農業というこの新しいコンセプト

編入学卒業。専業主婦から食品業界，

は，近い将来に政治と法整備の面でも避けて

そして国際社会へ。東京調理師専門

は通れないはずである。

学校， カルピスR&Dセンターキッチ

クリーンミートは畜産物になるのか，加

海外香料会社などで務め．現事務所を
ン，小川香料，海外香料会社などで務め．現事務所を

工肉となるのか？わが国では依然としてク

オープンし25年。専門は，セイボリーフレーバー。食

リーンミートが議論の対･象にはあがってこな

品メーカーの商品開発などを主な業務とし，手がけた製

い。今年，食品衛生法が改正され，食品に

品は1000を越える。ワールドフードサイエンス編集委

はHACCP管理が必要となった。食品ごと

員, IFT本部評議委員，同国際評談員，同教育プログラ

に使用可能な添加物は法規制で定められてい

ム識師，大学非常勤識師。全日本司厨協会ブロンズ賞，

る。抗生物質や成長因子の外部添加はさら

2008年IFTフエロー徴受賞。学術博士。

に法規制上の課題が多い。

O久保村食文化研究所
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