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すると国連が予測する世界人口を養うのに十

動物性の肉を使用していない食品を求めてい

分なタンパク質が確保されるよう，米国を初

る消費者に，本物の肉を再現した代替品とい

めとする裕福な国の人々が環境を配慮して今

う選択肢を提供している。

から肉の消費量を減らすことを願っての投資
である」(ゲイツ2015）と述べている。ケイツ

ロー

■Ｌ

シンプルでユニークなフレーバー処方が，

氏は植物ベースの動物タンパク代替製品が，

（

製品化，普及することによって地球の食糧問
題を解決できると考えている。

一方，米国やカナダなどの肉，魚介類，乳
製品代替品への｢サステナブルプロテイン」
ー

1．注目高まる肉代替市場

という言葉に大手投資家たちは商機を見出し
ている。昨年12月，米最大の食肉加工企業
タイソン・フーズは, 2016年10月に非上場

昨年まで世界長者番付4年連続(過去18回）

企業ビヨンド・ ミートの持ち株5％を取得し，

第1位の大富豪ビル・ゲイツ氏は，アフリカ

2017年にはさらなる増資(額は未公表)を行っ

におけるマラリアやポリオなどの伝染病根
絶，米国の教育水準向上など地球をより良く

ている(Tyson2017)。カナダ最大の食肉加工
業者MapleLeafFoods社は，米国のビーガ

するための活動に多くの時間と資産を費やし

ン用代替肉とチーズの生産企業FieldRoast

ている。こうした活動の一環として，植物を

GrainMeatCoを今年1月にllE2000万ドル

タンパク源とした肉代替食品の開発を進め

るBeyondMeat社やImpossibleFoods社，

(133IE2000万円）で買収した(MapleLeaf
Foods2018)。同社は2017年12月には肉を

また卵代替食品を開発するHamptonCreek

使わないホットドッグ，チキンなどを生産す

社に個人的な投資を行っている。ゲイツ氏は

るLightlifeFoods社を1億4000万ドル(155

自身のブログ｢ゲイツノート」において， 「私
自身は雑食主義者であるし， この投資は人々

億4000万円）も買収している。これらの買収

がビーガンになるよう勧めることを目的とす

ンパク市場への足がかりを得るためであると

るものではない。2050年までに98億人に達

説明している(MapleLeafFoods2017)。
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は6億ドル(7104億円)規模の米国植物由来タ
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ドイツの分析機器メーカーThermoFish‑

なる人数がビーガン食を取り入れている人々

erScientific社のテクニカルマーケティング

(アメリカ人3％， カナダ人2％)の10倍以上

マネージャーDirkLeistelP氏は，同社の卓

に達することを示している(Nielsen2017)

上型エクストルーダー（押出機)が，植物由

(図1）。

来代替肉の研究開発用として注目され，採用

今年1月に発行されたMintelGroup

が増えていると報告している。Dirk氏は｢わ

｢Plant‑basedProteinsU.S， レポート」で

れわれのもとに，多くの大学や企業から問い

は，米国の成人の5％が植物由来の動物性タ

合わせが寄せられている。研究開発段階で

ンパク質代替品を週3回以上, 11%が週l〜

は多くの材料を使わず短時間に試行錯誤し，

2回食していると発表している。Mintelは

さまざまな製法を試す必要があり，研究室規

｢ミレニアル世代特にヒスパニックミレニア

模のわれわれの製品が求められている」と述

ル世代が，動物性タンパク質代替品市場にお

べている。

いて大きな可能性を持ち，今後堅実な市場構

調査会社のMarketsandMarkets社は，

築に貢献していく」と示唆している(Mintel

世界の肉代替市場は, 2018年に46億ドル

2018a)。特にヨーロッパの若者の間で厳格

(5100億円), 2023年には64億ドル(7100億

な菜食主義者(veganism)が増えており， フ

円）に達すると予測している(Marketsand

ランスでは16〜24歳の12%が，

Markets2018)。過去数年間に複数の市場

びポーランドでは10%が自らをビーガンだ

調査会社によって発表されたデータを見る

と宣言している。しかし植物由来の肉，魚介

と，植物由来タンパク質への関心が高まっ

類，乳製品の代替品の市場の大きな伸びを支

ているのは不思議なことではない。 Innova

えているのは，肉の消費を制限はしているけ

Marketlnsights社は, 2017年の調査にお

れども完全には避けていない穏やかな菜食主

ドイツおよ

いて，植物由来食品のグローバルなムーブメ
ントについて，世界の食肉代替品市場の2012
2016年の4年間の複合年間成長率(CAGR)
が14%であったことを強調している。The
NielsenCo.調査会社は2017年の世界的な
消費者調査で｢アメリカ人の39％とカナダ人

の43％が植物由来の食品をより多く取り入
れることに積極的である」ことを明らかにし
た。これは，植物由来の肉代替品の購買層と
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それ以下しか肉を食べなかったと
報告した消費者の割合
InnovaMarketinsightsより

図1代替えタンパク質源
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義者(nexitarian)だとMintelの調査は示し
ている(Mintel2017)。つまり動物性由来製

1京V

品と外観・見た目，味，食感，口当たり，栄
養特性などが酷似している植物性代替製品を

？・・

と

開発，製造する企業が主なターケットとして

いるのは，穏やかな菜食主義者や健康を気に
して肉食回数を減らしつつある多くの肉食主
義者なのである。

2｡象徴的なアメリカンバーガーの複製
ImpossibleBurgerのImpossibleFoods

社やBeyondBurgerのBeyondMeat社は，

一

ImpossibleFoods社のWhiteCastle'splant‑basedim‑
posibbleSliderは,ニューヨーク,ニュージャージー，シカゴ
地域でチェーン展開され,今年140店がオープンした

味や香りだけでなく調理した際のジューシー

さや焼いた時に挽肉から出る肉汁まで，肉そ

エキス，塩，大豆タンパク，コンニャクガム，

のものを再現した代替品を市場に投入し世界

キサンタンガムなどが少量ずつ含まれてい

中のメディアの関心を集めている。

る(ImpossibleFoods2018)｡ Impossible

ImpossibleBurgerはグルテンフリーや

Foods社コミュニケーション担当のJessica

ビーガン用メニューも手がけるニューヨーク
のカジュアルレストランMomofUkuNishi

Appelgren副社長は｢われわれの初めての製
品であるImpossibleBurgerの目標は，味，

のメニューとして2016年夏にデビューし

栄養，持続可能性において，植物や動物から

た。現在は米国内700軒以上のレストラン

作られた他のハンバーガーを上回る世界クラ

でImpossibleBurgerが提供されている。
ImpossibleFoods社の創立者PatrickO.

スのハンバーガーを作り出すことだ」と述べ

Brown氏と彼のチームはガスクロマトグラ

ている。

フ質量分析装置(GCMS)を使用し，ひき肉

ImpossibleFoods社は昨年, Impossible
Burger最初の本格的生産工場を建築稼働し

の香りと味に関与する数千種類の化合物を分

たことによ'ﾂ，

析する研究開発に数年を費やした。ヘモグロ

な拡大を遂げてきた。しかし，多くのレスト

ビンが牛肉のパフォーマンスと風味の重要な
要素であると判断すると，同社は植物ベース

ランでのImpossibleFoods社のパーカー価
格は15ドル前後と高価である｡Applegren

のヘム源(sourceofheme)を探し求め，大

氏は｢生産能力を上げ，会社が成長するにつ

豆根粒の中にそれを見いだした。さらに同社

れ価格は大￨偏に下がるであろう。そうすれば

はヘムをコード化する大豆のDNA断片を標

Impossibleburgerを小売店で販売すること

準的な酵母株に挿入し，酵母による牛ヘモグ

が可能となる。われわれの目標は，動物の肉

ロビンの大量生産に成功した。現在同社で

があるところでは何処でも植物性の代替肉で

は，専用のタンクで酵母を発酵することで

あるImpossibleburgerを入手できるように

本物の牛血のような味のする赤いヘムを生

することだ｡」と述べている。

フードサービス分野での急速

産している(Jacobsen2016)｡ Impossible

対照的にBeyondBurgerは, Beyond

Burgerにはこうして製造されたヘムのほか

Meat社の創設者EthanBrown氏が当初

に，小麦タンパク，ヤシ油，ジャガイモタン
パク．天然フレーバーのブレンド製剤，酵母

から小売業に焦点を絞って市場開拓を進め
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てきた。最近ではフードサービス部門にも
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食い込んできており，広く市場に行きわたっ
てきている。同社は昨年12月に，東海岸
のいくつかの食料品スーパーを傘下に置く

3．シンプルな植物タンパク素材
藻由来の高タンパク素材レンテイン(Len‑

AholdDelhaizeUSAとの商談を成立させ

tein)を生産するパラベル社のマーケティン

たのを機に, ｢BeyondBurgerはまもなく全

グ担当副社長セシリア・ウイットベイヤー氏

国5000軒のスーパーマーケットに届けられる」

は｢植物ベースの肉代替品は，肉愛好家に肉

と発表した。さらに2018年1月には，全国

類をできるだけ食べないように仕向けるかも

450カ所以上の店舗を持つTGIFridays'の

しれないが，肉の感覚特性をすべてコピーす

BurgerBarメニューにBeyondBurgerが

ることを目指すのは，厳格な菜食主義者であ

加えられた(BeyondMeat2018)。同社は，
4オンス(1129)のパテ2枚が入ったパッケージ
で販売されているBeyondBurgerカミスーパー

るビーガンにとっては魅力がないであろう」

マーケットのビーガンコーナーではなく，肉の

る。そしてそれは健康的で持続可能な植物由

コーナーに置かれることを希望している｡209の

来食品を摂取している穏やかな菜食主義者も

タンパク質を含むハンバーグの主な成分は，肉

同様である。だから，本物の肉のような味が

汁を再現するためのビートジュースを加えたエン

し，肉のように血がしたたるように見える生

と見ている。「われわれは，

ビーガンが加工

されすぎた製品を求めていないと感じてい

ドウ豆タンパクである。ほかに植物油，酵母エ

物工学を駆使した植物ベースの肉代替品を躍

キス，植物繊維，結着剤，天然フレーバー等

起になって造ろうとしている企業は可笑しく

が配合されている。

さえ見える。製品が植物でできているなら，

BeyondMeat社はさらに最近,豚ソーセー

ジ独特の食感に近いBeyondSausageを発
売した。エンドウ豆，そら豆，米タンパク質
を主成分とする植物由来のソーセージであ
る。微量のビートジュースが肉色を，

それを誇りに思うべきである」とウイットベ
イヤ一氏は語っている。

Upton'sNaturals社のオーナーDanSta‑
ackmann氏も，

ビーガン用のハンバーガー

ココ

は加工しすぎるべきではないという考え方に

ナッツオイルがジューシー感を再現してい

賛成している。同社のセイタン(小麦グルテ

る。同ソーセージは，海藻から作られた植物

ン）やジャックフルーツから作られたビーガ

由来100％のトレーにより包装されている。

ン用の肉代替品はすべてクリーンラベルであ

カラメル色素メーカーSethnessProducts

り，限られたシンプルな天然成分からできて

Co・の代替肉関連のスペシャルプロジェクト
ＯＧ
一睡
●●

に属する化学者David'Itnlescher氏は｢色彩
聖H1

を正しく設定することは，食欲をそそる肉由
である。そしてそれは豚肉，鶏肉，

シーフー

ドの代替品でも同様である」と語り， カラメ

8

遇

拳塑

﹄↑一

公

一号

わ

低濃度では黄色がかった色合いになり，濃度

／

一︾

ル色素の汎用性を「カラメル色素は，非常に

が

８１

来品を模倣再現したバーガー開発には不可欠

が上がるにつれて赤みを増す。そしてさらに
嘩画

上がると，茶色・褐色になるという特殊な特
性を持つ」と説明している。
０日ⅡⅡｑ
■Ｉ■８０日
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いる｡Upton.sNaturals社の最新の植物ベー

および食品生協で販売されている(NoEvil

ス肉代替品TheClassicBurgerは，セイタ

Foods2018)。

ン，豆腐，ナスで作られている｡｢2, 3種類
のセイタンがはいっていることで， ｜噛んだ時

4.新規の技術

に歯ごたえに変化があるので，心なしか本物
の肉らしい口当たりを生み出せる。肉らし
い食感はこのセイタンの組み合わせだけで調
整している」とDanStaackmann氏は説明
している。セイタンのねばねばした食感を消
すために豆腐を加え，

さらにナスを配合して

いることについては｢ナスは非常に独特の風
味があり，バーガーにスモーキーな味を少々
与えてくれる」と説明している。
*Seitgmとは？；小麦から取り出されるグルテン質を加工
したもので日本の生麩のこと。

フィリピン企業MondeNiSSm傘下で英国

に拠点を置くQuorn社は，昨年秋にKroger
植物ベース肉を作る新興企業NoEvil

のスーパー1500店舗およびその傘下の店

Foods社のウェブサイトでは， 「動物性タン

舗でQuornブランドの肉代替品を扱い始め

パク質の1カロリーは，植物性タンパク質の

たことから，

1カロリーの11倍もの化石燃料を必要とす

拡大した。Quornの肉代替品は，英国バッ

る」という数値データからはじまり，なぜ動

キンガムシャー州マーローの土壌から1960

物性タンパク質の代わりに植物性代替肉を

年代に発見されたフザリウム・ベネナタム

消費すべきなのかという理由を，ページの

の菌株(PTA‑2684株）由来の単細胞タン

大半をさいて掲載している。同社は，数種

パク質マイコプロテインを原料としている

アメリカでの存在感を急速に

類の食肉や家禽類の代替品を提供している。

(Quorn2018)｡Quornの製品開発兼製造

その中には鶏肉のささ身の代替品Comrade

会社であるMarlowFoods社では現在，酸

Cluck(成分：小麦グルテン，醤油，ひよこ

素，グルコース，栄養素等が自動供給される

豆粉，酵母，有機ニンニクパウダー，

タマネ

大型タンクの連続発酵プロセスにより，マ

ギパウダー)，七面鳥代替品ThePardon(成

イコプロテインを生産している。米国で販

分：小麦グルテン，オーガニック白豆，ひよ

売されているQuorn製品は15種類で，最

こ豆粉，エキストラバージンオリーブオイ

新の製品はMeat‑freeChickenStrips,

ル，ケルト海塩，有機白味噌，有機ハーブ，
スパイス）がある。強い動物愛護とサステナ

Meat‑freeltalianSausages, Chicken&

ビリティに使命を持っているNoEvilFoods

AppleSausagesの3種類のチルド品である。
Quornの製品は肉に近い味と噛み応えがあ

社は, ThePardonをl箱購入するとジョー

る。ただし加工度が高く多くはつなぎに卵白

ジア州ウォームスプリングスのFullCircle

を含むためビーガン用の商品は豊富ではな

FarmSanctuaryに1ドルを寄付するシステ

い。また一部の人々にアレルギー反応や消化

ムを導入している。同社の製品は100%堆肥

器系の問題を引き起こしていると批判されて

化できるパッケージに入っており， オンラ
インや，特定のWholeFoodsMarket店舗

いる。

月刊フードケミカル2018‑10

ほかに，菌類を肉代替素材として利用する
75

参考文献

企業として，発酵椎茸をタンパク質源として

使用する新興企業MycoTbchnologyがある。
同社は今期10月の資金調達で，投資家から

2)Gates,B.2015.

4200万ドル(46億6000万)の資金を得ている。

3)ImpossibleFoods.2018

1)BeyondMeat.2018.

ThermoFisher.s社のLeister氏は｢肉や

4)Innova.201f

家禽類の代替品の製品化において，主成分の

5)Jacobsen,R.2016.

開発，選択だけではなく，生産技術が出来栄

6)Krader,K.2017.

えに大きな影響を与える」と述べている。最

7)MapleLeafFoods､201T

もよく知られている生産法には押し出し法

8)MapleLeafFoods.2018

(extrusion)とファイバースピニング法があ

9)MarketSandMarkets.2018.

る。繊維産業から応用されたファイバース

10)Mintel2017.

ピニング法は植物由来の食材を肉のような繊

11)Minte1.2018a

維構造に成形するのに効果的である。しかし，

12)Minte1.2018b.

技術的に非常に難しくまた高コストなので実

13)Nielsen.2017.

用化が雌しい。押し出し法は，長年にわたっ

14)NoEvilFoods.2018

て食品産業で使用されており，改良も進んで

15)Peters,A.2016.

いる｡ThermoFisher's社は，押し出され

16)Quorn.2018.

たタンパク質を長い流路で冷却して望む繊維

17)RippleFoods.2018.

構造を生成する特別なダイヘッドを備えたツ

18)Time.2018.

インスクリュー押出機を制作している。これ

19)TysonFoods.2017.

を用いて温度を制御することで，

タンパク質
炉

炉4

b弓

q

弓b

db

弓

−一一ｰ一一一一一一一一一一一一一一一一

を本物の肉のようなII臨み応えにすることがで
きる。

くぼむら・きよこ

オランダのWageningenUniversity&Re‑

青山学院短期大学から，実践女子大学

searchは，植物性タンパク質を本物の肉の外

編入学卒業。専業主婦から食品業界，

観と質感によく似た層状の繊維描造に変える

そして国際社会へ。東京調理師専IIII

ことが可能な新しいシアセル(shear‑cell)"

学校， カルピスR&Dセンターキッチ

術を開発した。官民連携のPlantMeatMat‑

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

ters社は，植物ベースの厚切り肉を生産でき

オープンし25年。専IIIIは，セイボリーフレーバー。食

るこの革新的な技術を商業化する計画を現在

品メーカーの商品開発などを主な業務とし，手がけた製

立案中である。

品は1000を越える。ワールドフードサイエンス編集委
員, IFT本部評議委員，同国際評議員。同教育プログラ
ム講師．大学非常勤識師。全日本司厨協会ブロンズ賞，
2008年IFTフエロー賞受徽。学術博士。
O久保村食文化研究所
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