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総説

食品の機能性表示と機能性農産物開発
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1. はじめに

わが国では，人口減少と超高齢化が急速に加速するとと

もに，生活習慣病擢患者やその予備群が増加し医療費は

41.5兆円（2015年度）まで増大している．これらの疾患

については，食生活の乱れや運動不足等に起因するとし

て，食を巡る健康への問題が大きくクローズアップされて

いる．医食同源という言葉があるように，食品は健康の維

持・増進や疾病予防に大きな役割を果たしている．農産物

や食品の機能性研究においては，機能性成分の探索，同

定，分析，エピデンス獲得，作用メカニズムの解析や機能

性成分を多く含む農産物開発が行われ，多くの機能性食品

が生み出されてきた機能性を持った食品成分としては，

食物繊維，ポリフェノール類，カロテノイド類が主要なも

のである．

食品が健康の維持・増進に寄与しているかどうかを調べ

るためには，ヒト試験（コホート研究などの観察研究，介

入試験）による検証が必要である．コホート研究とは，特

定の地域や集団に属する人々を対象に、長期間にわたって

その人々の健康状態と食生活，生活習慣や環境の状態など

さまざまな要因との関係を調査する観察的研究であり，介

入試験とは，研究者が試験参加者（被験者）に，特定の期

間，評価したい食品や機能性成分などを摂取させ，摂取さ

せた成分等の生体調節効果や安全性を検証する研究であ

る．世界にはいろいろなコホート研究があり，フラミンガ

ム心臓病コホートil(USA: 1948年～）では，野菜と果物

の継続的摂取が脳卒中発症リスクを減少させる， 7か国コ

＊連絡先

1国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 食品研
究部門：〒305-8642茨城県つくば市観音台2-1-12

2国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構：〒305-
8517茨城県つくば市観音台3-1-1

ホート 2) (1957年～）では，地中海食（一価不飽和脂肪酸

（オリーブオイル）と野菜（トマト））の継続的摂取が心血

管疾患発症のリスクを減少させる，大崎コホート（日本；

2007年～）では，大豆製品・魚・海藻・野菜・果物・緑

茶3）の食事パターンで心血管疾患のリスクが低下する，緑

茶の継続的摂取で高齢者の認知症発症リスクが低下す

る4），といった食と健康との関係が明らかにされて，各国

の健康ガイドラインに活かされてきた．農研機構では，農

産物に含有される特定の機能性成分が有する生体調節作用

に関して，機能性成分の分析，その作用メカニズムの解析

とヒトレベルでの有効性の検証や農産物の栽培法の確立な

どを行う研究プロジ、ェクトを実施してきた（機能性をもっ

農林水産物・食品開発プロジ、エクト5) （機能性食品開発プ

ロジェクトと略， 2012～2015年度，総額20億円））．ま

た健康の維持・増進に関わる機能性成分を含む機能性食

品関連のトピックとして， 2015年4月1日から，事業者が

責任を持って行う自主的な機能性表示を可能とした新しい

制度6）がスタートしたこの「機能性表示食品J6lは，事

業者の責任で，科学的根拠を基に商品パッケージに機能性

を表示できる届け出食品であり，健常人や未病者の健康維

持・増進にかかる「部位表現jも範囲となった農林水産

物や低次加工食品の機能性表示も認められているので，農

研機構で実施した前述の機能性食品開発プロジェクトの研

究成果を含めて，今後開発が想定される機能性表示農産物

などを紹介する．

2. 食品の機能性研究の流れ

健康の維持・増進に効果があるとされる食品について，

食品の1次機能である「栄養機能」， 2次機能である美味し

さやかみ応えなどの「感覚・晴好機能」に加え，「生体調

節機能」（3次機能）が初めて注目され，国の最初の大型
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研究プロジェクトが開始されたのは1984年のことである．

当時の東京大学 ・藤巻正夫教授が，食品の機能性を 1から

3次機能に分ける概念を初めて提唱され， 3次機能の体系

的な研究（文部省特定研究「食品機能の系統的解析と展

開J）が開始された．その後，文部省（現 ・文部科学省）

や農林水産省において脈々と継続されてきた研究（図1)

も， 5年ほど前から 1つの大きな転機を迎えたと考えられ

る．

食品の3次機能の研究は，初期の段階では，農林水産物

に含まれる機能性成分の同定や細胞や動物実験によって効

果を確認する ことが主な研究対象であったが，その後，機

能性成分の作用機作や代謝吸収，安全性の検証など，機能

性成分の機能自体を解明する研究が開始されたまた，実

際にヒトでの効果を確認するため，観察研究や介入研究も

開始され，いくつかの成分ではヒ トでの効果が確認され

たこの間，米国や欧州を中心に，介入研究や大規模なコ

ホート研究が行われ，その結果，従来の5大栄養素以外に

も健康の維持・増進に重要な成分の存在が科学的に明らか

になってきた．わが国においても，医療関係者に研究成果

特定研究『食品機能の系統的解析と展開J

聖書託プロ：；エクト『食品成分の分子機造と繍能の解明』

安挺プロヲエクト『続需要創出のための生物機飽の開発と
利用銀衡の開発に測すi5総合研究』

機飽性食晶解析とその分子解析

長民プロ：；エクトf健全な食生活禍鎮のための食晶の織
性及ぴ安全性lζ闘する総合研究（活力ある畏舟社会
実現のための医食間源イ＝シアチプ）』

餐庇プロヲェクト「鼠林水産物・＊晶の相自飽性司事の解析・
野偏するための.組後衡の開発｛医腹違童館プロ）」

図1. 日本における食品機能性研究

食衛誌 Vol.58, No. 2 

を説明する際や「トクホjなどの機能性表示の根拠とする

際には，国際的なルールに則った方法で行われたヒト試験

の結果が必要な状況になった．

3. 機能性食品開発ブロジ‘エク卜

1）プロジェク卜の概要

前項で海外の観察研究の事例を紹介したが，農研機構で

は， 2003年度から浜松市（旧三ヶ日町と合同で、行ってき

た栄養疫学調査（「三ヶ 日町研究」）で，ウンシユウミカン

などの果物や野菜に含まれるカ ロテノイド類と健康状態と

の関連を経時的に調査してきたまた，農産物のヒト介入

試験では，アレルギー鼻炎症状を持つ被験者へのメチル化

カテキン高含有緑茶の長期飲用試験例がある．

しかしこれまでの研究ではいくつかの事例はあるもの

の，ヒトでのエピデンス獲得を含む総合的な検証が不十分

であったこのため，農産物や食品に含有される特定の機

能性成分が有する生体調節作用に関して，機能性成分の分

析，その作用メカニズムの解析とヒトレベルでの有効性の

検証や農産物の栽培法の確立などを行う機能性食品開発プ

ロジェクトが実施された本プロジェク トでは，国立・公

立研究機関，大学，民間企業等との連携により，健康上の

リスク低減等に効果が期待される農産物やその加工品の開

発およびそれらの生産 ・流通技術の確立を行うとともに，

医療機関との連携により，農産物やその加工品について，

疾病リスク低減への影響をヒ ト介入試験にて評価し 栄

養 ・機能性，安全性，特性情報等を盛り込んだ農林水産物

データベースを構築して，個人の健康状態に応じたテー

ラーメイドな提供システム・ 栄養指導システムの開発を行

うことを目的とした（図2）.また，組み合わせ食品のヒ

ト介入試験による検証も実施された

本プロジェクトで，ヒト介入試験を行って健康上のリス

ク低減等に効果が期待される効果についての検証を行った

農林水産物は，急激な血糖値上昇を抑制する高アミ ロース

美昧しく食べて健康を維持増進できる日本食の普及

図2. プロジェク トのイメージ
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図3.内臓脂肪面積の変化量（（左）全被験者，（右）試験前100cm2以上の被験者解析）

米，高/3－グルカン大麦，小麦全粒粉，表面加工玄米，高

テルペノイドゴーヤ，脂質代謝を改善する高リコピン人

参，高タンパク大豆，高ルチンダッタンそば，高メチル化

カテキン緑茶，肝機能を改善する高/3－クリプトキサンチ

ンカンキツ，認知機能を改善する高ケルセチンたまねぎ，

睡眠機能を改善する亜鉛・アスタキサンチン高含有牡城・

鮭7）である．

ヒト試験の科学的エピデンスについては，近年より厳密

に評価される傾向にあり，症例報告や症例対照研究より，

コホート研究，さらにランダム化並行群間比較臨床試験

(RCT, Randomized Controlled Trial：目的物質（機能性

成分等）の生体調節効果や安全性を評価するため，研究の

ために集められた被験者を被検群（目的物質を与えられる

群）と対象群（プラセボを与えられる群）に無作為に割り

付け，各群同時並行に指定された期間摂取し結果を比較

評価（統計解析）して，目的物質の生体調節効果等を検討

する試験）が重視されるとともに，関連する多数の研究を

総合的に解析し評価する研究レビュー（メタアナリシス，

システマティックレビュー）による検証が求められる．米

国をはじめ各国の公的機関が，機能性成分の科学的エピデ

ンスの根拠として採用している NMCD(Natural Medi-

cines Comprehensive Database，ナチュラル・メデイシ

ン・データベース）においては，最も厳密な評価である

RCTや研究レビューが必須とされている8）.このような状

況を踏まえ，本プロジ、ェクトでのヒト試験は，現時点で最

も厳密な方法を採用するにした．すなわち，すべてのヒト

介入試験は， UMIN-CTR(University hospital Medical 

Information Network-Clinical Trials Registry，大学病

院医療情報ネットワーク研究センター・臨床試験登録シス

テム）に登録したうえ，研究結果の取りまとめについて

はCONSORT2010声明（ConsolidatedStandards of Re-

porting Trials) 9lに準拠することとし，現時点で最も信頼

性のある科学的エピデンスを収集することにした．

2）機能性農産物の開発研究

機能性農産物のヒト介入試験による健康維持・増進効果

の検証では，表面加工玄米，大麦（キラリモチ），小麦全

粒粉，だったんそば（満天きらり），大豆（ななほまれ），

人参（こいくれない），タマネギ（クエルゴールド），ゴー

ヤ，ウンシュウミカン，緑茶などがその検証品目（括弧内

は品種名）である．以下に，いくつかの農産物についての

結果の概要を示す．

①水溶性食物繊維である/3－グルカンを高含有する大麦品

種や小麦全粒粉を用いた食品でRCTにより機能性を検証

したところ，大麦を使った食品で/3－グルカン含有量が増

えるほどGlycemicIndex (GI：食品摂取後の食後血糖値

の上昇度を示す指標）が下がり，もち性大麦品種「キラリ

モチjlO）入りの麦ご飯川（図3）や小麦全粒粉パンロ）を12

週間摂取すると，顕著に内臓脂肪面積が低下した

②40～64歳の前糖尿病患者を対象と した12週間のRCT

で，表面加工玄米（玄米表面に僅かに創傷を形成．精米歩

留まりで99.8%程度）群で開始6週後および12週後の体

重と腹囲が介入前に比べて有意に減少した12）.一方，白米

群では期間を通して体重，腹囲はほとんど変動せず，変化

量の群間差も顕著で、あった．

③動脈硬化指数が1.5以上4.5以下の30歳以上70歳未満の

男女を対象としたRCTを行い，ルチン高含有「満天きら

り」14）加工食品（ルチン320mg／日）を 12週間継続摂取す

ることにより，体重，体格指数の1つである BMIについ

て摂取8週後において被験食品摂取群でプラセボ群に比べ

有意に低値を示し，体脂肪率についても摂取4週後におい

て被験食品摂取群で有意に低値を示した15).

④1/3－コングリシニン高含有大豆「ななほまれJ16）食品の健

康の維持・増進効果については，単回摂取と長期試験娯取

の2回のヒト介入試験でその効果を明らかにした．単回摂



性・食事診断バランスデータベース）24）を構築し， Web上

で公開した．このデータベースには， ①「献立ナピ」：「日

本食品標準成分表」掲載データ，喫食頻度の高い料理（約

200種）を用いて，「日本人の食事摂取基準Jに基づく，

望ましい献立の設計を支援するための情報，②「機能性成

分含有情報の提供」：利用頻度の高い農産物（約200品目）

の分析可能な機能性成分約70成分について，実測データ

に基づいて機能性成分含有量，機能性食材を用いたメ

ニューのレシピ等の情報，③「機能性のシステマティ ック

レビュー結果の提供J：主として当プロジェクトで扱った

食品 ・機能性成分（9件）に関するヒ ト介入試験論文に基

づくシステマティック レピュー評価結果剖，⑤「食事バラ

ンス診断」： 個人の健康状態に対応した栄養指導を実践す

る栄養ケアステーション用に開発された「食事バランスガ

イド」に基づく食生活診断機能，⑥調理 ・加工工程におけ

るビタミン含量（水溶性，脂溶性）の変動情報等の情報が

収載されている．

3）機能性弁当のRCT

内臓肥満に起因するさまざまな代謝異常はメタボリ ツク

シン ドロームと呼ばれ，内臓脂肪面積はメタボリツクシン

ドロームの診断基準となる．大麦，緑茶，大豆等機能性農

産物は内臓脂肪を減少させることが報告されており．その

ことがさまざまなメ タボリツクシン ドローム予防に寄与し

ていると考えられている．機能性食品開発プロジ、ェク トで

は，科学的エピデンスの検証を行った農産物等を組み合わ

せて， 機能性弁当のレシピを構成しその健康維持 ・増進

への効果に関するRCTを実施した機能性農産物単体の

検証だけでなく，食事として食べた際の特に，メタボリツ

クシンドロームと診断される内臓脂肪面積が100cm2以上

の被験者159人による．機能性農産物を使用した弁当によ

る介入試験により，組み合わせ食品の摂取のメタポリツク

シンドローム改善への有効性を検証した．デザインは，

RCT，比較対照は， 機能性農産物を使用しない「おか

ず」，「茶」（麦茶）および「米飯J（白米）の対照食品（プ

ラセボ），被験食品は，機能性農産物を使用した「おかず」

（機能性農産物（機能性成分）と して，人参（リコピ ン，

Vol. 58, No. 2 
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取試験ではプラセボ食品摂取時の血中濃度一時間曲線下面

積が高い集団では被験食品摂取で血中中性脂肪 （TG）が

有意に低下し 全被験者で被験食品摂取後にインスリンが

有意に低下したまた長期介入試験では，被験食品摂取で

TGが有意に低下した川（図4).

⑤ケルセチン高含有タマネギ「クエルゴールドJ18）を用い

たRCT（ケルセチ ン50mg／日， 24週間の長期摂取）で，

高齢者や早期アルツハイマー病患者の認知機能を改善する

ことを示唆する結果を得た

⑤カンキツに関するコホート研究を行い，ウンシュウミカ

ンをよく食べ（機能性関与成分である戸・クリプトキサン

チンで1日3～ 4mg），血液中の/3－クリプトキサンチン濃

度や/3－カロテン濃度の高い人では，閉経女性での骨粗慈

症のリスク 19),2型糖尿病の発症リスク 20），血中のβクリ

プトキサンチン濃度の高い人では動脈硬化のリスク 21）’メ

タボリツクシン ドロームの発症リス ク22）が低いことを明

らかにした．

⑦BMI 25 kg/m2以上， LDLコレステロール120mg/dL以

上の 149人の成人男女を対象とした，プラセボ摂取群（麦

茶群），やぶきた茶摂取群（やぶきた群），ベにふうき茶摂

取群 （べにふうき群）の 12週間のRCTを行ったその結

果，メチル化カテキンを含む「べにふう きj緑茶（1日当

たりメチル化カテキン34mg，総カテキン600mg）は，麦

茶と比較 して有意に血清ApoB含有LOX-1リガンド （変

性LDLの指標，LOX-1ligand containing ApoB (LAB)) 

濃度を低下させた （図5）. また，日常的に緑茶を飲む習

慣のない群において，麦茶と比較して有意に総コレステ

ロール値およびLDLコレステロール値が低下した2a＞＿ 「べ

にふう きj緑茶は，これらの機序を介して心血管病のリス

ク低減に寄与する可能性が示唆されたメチル化カテキン

を含まないやぶきた緑茶群と麦茶群の聞には有意な差は認

められなかった．

また，健康に寄与する農林水産物データベース （機能

大豆製品長期摂取後の空腹時血中中性脂肪（TG）の
継時的変化量

＊被験食品（「ななほまれ」加工食品）摂取群
でプラセボ食品（「なごみまるJ加工食品）摂
取群と比較して，摂取4週後（p=0.035），及
び12週後でTGが有意に低下（p=O目041). 

可判］＊
12 4 

摂取期間（還）

ーープラセポ食品
ーー被験食品

8 。・50.0

一芝。

ε可

図4.
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表1. 被験食の栄養成分，機能性成分分析値

群1・茶のみ機能性食品 群2・おかずのみ機能性食品群3：米飯のみ機能性食品群4・すべてが機能性食品

696士77

27土5

エネルギー （kcaν食）
タンパク質（g/1食）
脂質（g/1食）
灰分（g/1食）
炭水化物（g/1食）
食物繊維（g/1食）

18±5 

5±1 

107土16

8.6士2.3

ポリフェノール（g/1食） 0.8士0.1

（うち緑茶から0.7g) 

10土1カロテノイド（mg/1食）

結果は平均値±標準偏差

/3－カロテン）， トマト（リコピン），かぼちゃ （[3－カロテ

ン），ほうれん草（ルテイン），たまねぎ（ケルセチン），

ケール（ルテイン），パプリカ（カプサンチン），さつまい

も（アントシアニン），こんにゃく（グリコシルセラミ

ド），大豆（βコングリシニン），鶏胸肉 （イミダソールジ

ペプチド），鮭（アスタキサンチン），イサダ（アスタキサ

ンチン），牡嘱（亜鉛），卵（アスタキサンチン）を食材と

したもの），「茶」（高カテキン「べにふうき」緑茶）およ

び「米飯」（50%大麦「キラリモチJおよび玄米）（表1)

であり， 3因子の多国子要因 112実施デザインを採用し，

以下の4群に無作為に割り付け， 3か月間平日の昼食時の

み摂取してもらった

群1：茶のみ機能性農産物，米飯は白米，おかずは機能

性農産物でないものを使用

群2：おかずのみ機能性農産物，茶は麦茶，米飯は白米

群3：米飯のみ機能性農産物，茶は麦茶，おかずは機能

性農産物ではないものを使用

群4:3種類いずれも機能性農産物

全期間の80%以上の日で弁当の配布を受けたPPS(Per Pro-

tocol Set；試験プロトコールから逸脱した被験者を除外した

集団）解析対象者は137名で、あった介入試験に参加するこ

とによる内臓脂肪面積への効果はPPSで－8.98cm2と臨床

的にも統計的にも有意であった （p= 0.017)) （図6）.主

要評価項目である内臓脂肪面積への効果のサブグループ解

析の結果，試験開始時の内臓脂肪面積が中央値127cm2よ

り低い被験者に限定すると，被験米飯（玄米および50%

大麦混合白飯）の効果はPPSで平均一7.9cm2であり， p

値は0.053とほぼ有意であったお）． 被験米飯については特

に女性で有意な（平均値一14.9cm2, p = 0.012）減少効果

が観察された副次評価項目では，糖代謝マーカーである

1,5－アンヒドログルシトールに関して機能性緑茶 （ベにふ

うき緑茶）の飲用群で有意な減少が認められた．このこと

から，食生活全体の変化と機能性農産物を使用した機能性

弁当の連続摂取により，内臓脂肪面積の低減効果等が期待

されることが明らかになった．

4. 機能性表示制度とそれを活用した機能性農産物開発

図7は， 2015年3月までの食品表示制度の概要である．

726±59 667士90 690±75 
29土6 28土5 29±6 
20土6 19土6 21±5 

5±1 5±1 5土1

108土17 97±17 96±19 

8.4±2.3 10.4±2.3 10.5±2.3 

（うち/3－グルカン2.3g) うち戸ーグルカン2.3g) 

0.2士0.2 0.2士0.1 0.9±0.2 

（うち緑茶から0.7g) 

15土1 10土1 14±1 

150 w..;茶 ロおかず国米飯 臼全てが機能性食品

140 「f二「
-8.98cm' 
(P=0.017) 宝印
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図6. 機能性弁当の長期摂取による内臓脂肪面積の変動

日本食品科学工学会誌，64( 1)' 23-33 (2017) 

蕗語圏轟轟醗開 特別の用途表示
（消費者庁の審査必要）

機能表示可能
（消費者庁の審査必要）

国
臨揺罷彊・・「寸

I
l
l
l
L

魁盛墨田・・
機能表示可能
（；肖費者庁の審査は不要）

繭 禰園 田
機能表示可能
（消費者庁に届出）

''¥2"1'号．機能表示はできない

E盟
国置

「働能性表示食昂Jは、
事叢蓄の責任で、科学的根拠を事に
商品パッケージに機能性を表示するちの
として、消費者庁に届け出られた食品

図7. 口に入るものの分類

法律的に，ヒトの口の中に入るものは食品と医薬品の2つ

に分類される．食品の分類の中でも，健康や栄養の表示が

可能な食品は，特定保健用食品（トクホ），栄養機能食品，

特別用途食品であった27l_ トクホは，1991年に世界に先

駆けて表示が認められた機能性食品の表示制度であり，個

別の商品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受

け，表示について国の許可を受ける必要がある制度で，現

在では 1,300近くの品目が許可されている． トクホの疾病

リスク低減表示（規格基準型）では，カルシウム （骨粗懇

症予防），葉酸（障害を持つ子どもが生まれるリスクの低
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減）が認められている．「栄養機能食品」は，栄養成分

（ビタミン 13種類・ミネラル6種類，脂肪酸1種類）の補

給のために利用される食品で，一日当たりの摂取目安量に

含まれる当該栄養成分量を定められた上・下限値の範囲内

に収めて注意喚起を行ったうえで栄養成分の機能を表示で

きる規格基準型の制度である．特別用途食品は，乳児，幼

児，妊産婦，病者等の発育または健康の保持もしくは回復

の用に供することが適当な旨を医学的，栄養学的表現で記

載しかっ用途を限定したものをいい，許可されたものに

は許可証票がつけられている．一方，これらの保健機能を

表示できる食品に属さないが，体に良いとされている，

「いわゆる健康食品」がある． しかしながら，科学的な裏

付けによって，健康への効果が確認されているのは「トク

ホ」と「栄養機能食品」だけで，「いわゆる健康食品」は，

ヒトの健康に対する科学的根拠は十分とは言えず，また，

品質管理が十分で、はないことが多く，しばしば健康被害を

引き起こすことが報告されている．例えば， 2003年には，

アマメシパの粉末や錠剤型のいわゆる健康食品を摂取し

息切れ感，咳，呼吸困難等の呼吸器症状を起こす患者が全

国で発生した．また，それ以前に台湾で多くの健康被害と

死亡例が多発していたことから，厚生労働省が食品安全委

員会に対しアマメシパの食品健康影響評価を依頼しその

評価結果受けて，急逮，アマメシパを含む加工食品の販売

を禁止した．また，痩身を誼った健康食品に，多量の下剤

成分の添加が見つかった例などが相次ぎ，食品安全委員会

から「いわゆる「健康食品」に関するメッセージjが出さ

れ，「健康食品」としているからといって安全ではない，

「天然」「自然」「ナチュラル」などのうたい文句は科学的

に「安全」を意味するものではない，などの注意喚起が行

われた28）＿しかしながら，その後も健康被害が散発したこ

とから，しっかりとした科学的なエピデンスを持った「ト

クホ」や「栄養機能食品」以外の食品表示が望まれてい

た．

海外では，規格基準型や個別認可型の栄養機能食品，構

造・機能食品，疾病リスク低減食品が制度化されており，

届出型の機能性表示食品（サプリメントのみ）はアメリカ

で唯一認められた制度だ、った29)_

2013年1月から発足した規制改革会議の中で， トクホ

については食品ごとに安全性や有効性に係るヒト介入試験

が必須であり，許可手続に時間と費用がかかるため中小企

業にとってハードルが高いことなどの課題が指摘された

そこで，規制改革実施計画（2013年6月14日閣議決定）30) 

で，「食の有する健康増進機能の活用」として，いわゆる

健康食品等の加工食品および農林水産物に闘し企業等の

責任において科学的根拠をもとに機能性を表示できる新た

な方策について， 2013年度中に検討を開始し， 2014年度

中に結論を得たうえで実施すると記載された．それを受け

て， 2015年4月1日から機能性表示食品制度が，食品表示

基準の中で施行された6）.この制度では，農林水産物も対

象とされたこと，国ではなく事業者が安全性や機能性につ

食衛誌 Vol.58, No. 2 

表2. 機能性表示農産物の届け出要件

・販売しようとする事業者自らが安全性や機能性を評価すること

．機能性関与成分が明らかで定量できること（標準化された分
析法）

・機能性の作用機序がinvitro試験及びinvivo試験，又は臨床
試験により考察されていること

・最終製品を用いた臨床試験か，最終製品か機能性関与成分に
関する研究レビュー（臨床試験or観察研究）で機能性の根拠
が説明できること

．食経験があるか，安全性試験が実施されており安全性が担保
されていること

．健康維持・増進に係る食品による，ヒトの構造や機能への影
響に関する表示が可能である．

．発売日の60目前までに消費者庁に届け出て容器包装に表示
できるもの

•1 日摂取目安量が通常食べられる分量であること（塩分，糖
分，飽和脂肪酸，コレステロールを過剰摂取させる食品は不
可），摂取基準のある栄養成分や栄養機能食品の対象となる
成分（ピタミン，ミネラル）は対象外

いて責任を持つこと，届出制であり届け出られた情報は消

費者庁のホームページで販売前に公開されること，機能性

としては部位表現や主観的指標による評価が認められたこ

とがトクホなどと大きく違う点である．機能性表示制度に

おける，農林水産物や単一の農林水産物のみを原材料とす

る加工食品での届け出要件を表2に示す．

2017年3月10日現在まで，機能性表示食品として届

出・受理された食品は773品目であり，そのうち生鮮食品

では，ウンシユウミカン3品目（機能性関与成分は{3－クリ

プトキサンチン；骨の健康の維持），大豆もやし3品目

（イソフラボン；骨の健康の維持）が，単一の農林水産物

のみが原材料である加工食品では，緑茶（メチル化カテキ

ン；ハウスダストによる目や鼻の不快感軽減），蒸し大豆

（イソフラボン；骨の健康の維持），大麦・蒸し大麦（戸・グ

ルカン；血中コレステロールの低下），無洗米（GABA;

血圧調節）， トマトジュース（リコピン； HDLコレステ

ロールの増加作用）などが届出・受理されている．葉菜，

果菜，根菜などの野菜類は，ビタミン，ミネラルの給源と

して健康維持・増進のために重要な食品である．含有量が

保証できれば，栄養機能食品（ナイアシン，パントテン

酸，ピオチン，ビタミンA.Bi. B2. B6. B12. C, D. E. 

K，葉酸，亜鉛，カルシウム，鉄，銅，マグネシウム，カ

リウム， n・3系脂肪酸）としての表示は可能だが，生鮮食

品で表示されている製品例はピーマン（ビタミンC），イ

チゴ（ビタミンC），豆苗（葉酸），かいわれ大根（ビタミ

ンB12）などでありこちらも今後増加してくるものと思わ

れる．

農研機構では前述のように，いくつかの農産物について

ヒト介入試験を含めた機能’性の評価を行ってきた. 1つは

緑茶で，アレルギー鼻炎症状を持つ被験者にメチル化カテ

キンを多く含有する「べにふうき」緑茶とメチル化カテキ

ンを含まない「やぶきた」緑茶を 12週間飲用してもらっ

たところ，「べにふうき」緑茶で有意に目や鼻の症状の悪
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被験者：ダニを主体とする通年性鼻炎の症状を有し、抗アレルギー剤を服用していない境界領域の者
賦験飲料：「ペにふうき』緑茶飲料は1日当たり34mgのメチル化カテキンを含有

スケジュール：前後の観察期間は4週間
0 3 6 9 12週

｜前観察｜鯛:r_II酬 III棚唖 i飲mJVJ［亙企ヨ
鼠験飲料を12週間摂取

症状の把握：日本アレルギー学会診療ガイドライン棄に沿って作成したアレルギー日憶に被験者自ら症

状の程度を記録（主観的スコア）

鼻症状 くしゃみ発作スコア 眼症状
1. 85 1. 15 1. 10 

1.70 1. 00 

1. 55 0. 95 0. 90 

1. 40 0. 80 

1. 25 0. 75 0. 70 

1. 10 0. 60 

0. 95 0. 55 0. 50 

前 I II m N 後 前 I II m N 後 前 I II m N 後

置ぺにふうき（38名）0やぶきた（37名）榊 pくO.Ql，本pく0.05vs“やぶきた”，柑 pくO.Ql,# p<0.05 vs“前”

やぶきた緑茶はメチル化カテキンを含有しない一般的な緑茶であり、総カテキン、カフェイン含量はベにふうき緑茶と同等。
スコアは値が大きいほど症状がひどいことを表す。スコアlま”易アレルギー診療ガイドライン（第5版）”および医師の診断基準に基づ
き、0点（症状なし）～4点（最重症）の5段階で評価した。.症状はくしゃみ、鼻j十、鼻聞、 Di症状は目のかゆみ、流j戻の症状を表す。
前．飲用前、I飲用0～3週間、 E飲用4～6週間、 E：飲用7～9週間、 N飲用10～12週間、後・飲用終了後

図8. 緑茶の長期摂取による鼻炎症状の軽減

化が抑制された31）～33)（図8）.これらの結果を利用して，

機能性食品開発プロジェク トの中で機能性表示制度のガイ

ドラインに沿ったシステマティックレビューを実施し

WEB上で公開した25）.このシステマティ ック レビューで

は，農産物（ほうれんそう（機能性関与成分：ルテイン），

大麦 （[3－グルカン），大豆 （[3-＂：：！ ングリシニン）， りんご

（プロシアニジン），ウンシユウミカン（βクリプトキサン

チン），緑茶（メチル化カテキン，エピガロカテキンガ

レート），魚（DHA/EPA），こんにゃく生芋（グルコマン

ナン）について記載しており，事業者が自由に利用できる

（表3）.本レビューを活用して「ベにふうき」緑茶ティー

ノ〈ツグ（A67)34lが初めての抗アレルギー機能性表示食品

として届出 ・受理された（機能性表示．メチル化カテキン

は，ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽

滅することが報告されている）．また，「べにふうきJ緑茶

ペット飲料（A69)34lも続けて受理された機能性関与成

分はメチル化カテキン（エピガロカテキンG・0-(3・0－メチ

ル）ガレート）であり，マスト細胞や好塩基球でのチロシ

ンキナーゼ抑制やカテキン受容体を介した情報伝達系の阻

害によりヒスタミ ン遊離が抑制されることが作用メカニズ

ムであるお）～37).

また，同じシステマティック レビューを利用して，ウン

シュウミカン（A79)38lが初めての生鮮食品として（機能

性表示：本品には， /3－クリプトキサンチンが含まれていま

す./3－クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けるこ

とにより，骨の健康に役立つことが報告されています），

届出・受理され，続けて/3－クリプトキサンチンをウン

シュウミカン3個分含んだ飲料（A105)39lが受理された

5. 農産物の機能性表示をする上での課題

機能性食品開発プロジェク トでは，農林水産物・食品を

対象とし（サプリメント開発対象外），生活習慣病予防の

リスク低減，健康の維持 ・増進（病者は対象外）のため

に，ヒトでの効果を検証するとともに，機能性が確認され

た農林水物物を実際に消費者の手元に届けるモデルを構築

することを目的とした．本研究により，次のような農産物

の機能性研究の今後の課題が明らかになった．

①健常者での有効性をどのように実証すべきか

今回のヒト介入試験では，被験者を集めるのが大きな謀

題であった通常行われる治療を目的とした薬剤の介入試

験では， 血液検査の数字等により病者と判定された被験者

が対象となるのに対し疾病には擢患していないが病者に

近いいわゆる未病域の被験者を集める必要がある．薬に比

べ極めてマイルドな効果を有する農林水産物や食事の健康

の維持・増進効果を検証するために，効果の判定も含めた

新たな臨床試験プロトコールの確立が必要である．具体的

には，薬のように効果がはっきり自覚できない農林水産物

や食事による長期間の介入試験から脱落者を出さずに維持

する方法や，倫理的に問題のない食事への介入，例えば回

数や介入食以外の食事の制限等についての合意，機能性農

産物のプラセポの問題などである．食品の機能性関与成分

は，多くの農産物は量の多寡はあるものの含まれている場

合が多く，薬の場合のように関与成分が完全にゼロのプラ

セボ農産物がほとんど存在しない．また，一日何食までの

介入が可能か，あるいは意味があるかといった問題があ

る．機能性弁当のヒト介入試験においては，平日の昼食だ

けでの介入で，完全なプラセボ食品がなくても，約3か月

間の介入試験が可能で，最初のデザインが統計的に検証さ
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番号

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

品目

緑茶

食衛誌 Vol.58, No. 2 

表3. 農産物9品目の研究レビュー（届出様式作成例）

機能性関与成分

メチルイヒカテキン

機能性表示

本品にはメチル化カテキン（エピガロカテキンー3・0-(3-0－メチル）ガレー
ト）が含まれます メチル化カテキンは，ハウスダストやほこりなどによる
目や鼻の不快感を軽減することが報告されています．

ウンシュウミカン /3－クリプトキサンチン 本品には， /3－クリプトキサンチンが含まれています./3－クリプトキサンチン
は骨代謝のはたらきを助けることにより，骨の健康に役立つことが報告され
ています．

緑茶

ホウレンソウ

大麦

魚

大豆

リンゴ

こんにゃくいも

エピガロカテキンガレート
(EGCG) 

ルテイン

/3－グルカン

EPA/DHA 

/3－コングリシニン

プロシアニジン

グルコマンナン（粉末）

本品には緑茶EGCGが含まれています．緑茶EGCGには， LDLコレステ
ロール値が高めの方のLDLコレステロール値を下げる機能のあることが報
告されています．
本品にはルテインが含まれています．ルテインには，光による刺激から目を
保護するとされる網膜（黄斑部）の色素量を増加させることが報告されてい
ます．
本品には大麦由来F・グルカンが含まれています．大麦由来/3－グルカンには，
LDLコレステロール値が高めの方のLDLコレステロール値を下げる機能の
あることが報告されています．
本品には魚のEPA・ DHAが含まれています．魚のEPA・DHAには，血中
中性脂肪が高めの方の血中中性脂肪を下げる機能のあることが報告されてい
ます．
本品には大豆/3－コングリシニンが含まれています 大豆/3－コングリシニン
には，内臓脂肪が気になる方の内臓脂肪を減少させる機能のあることが報告
されています．
本品にはりんご由来プロシアニジンが含まれています りんご由来プロシア
ニジンには， LDLコレステロール値が高めの方のLDLコレステロール値を
下げる機能のあることが報告されています．
本品にはこんにゃく芋由来グルコマンナンが含まれています．こんにゃく芋
由来グルコマンナン（粉末）には， LDLコレステロール値が高めの方の
LDLコレステロール値を下げる機能のあることが報告されています

れていれば，効果をある程度検出できる見通しが得られ

た．その他，日常的に健康状態をモニタリングする方法や

介入食以外の食事調査などについて，最新のAI（人工知

能）やインターネットを活用したIoT技術を利用した研究

開発も必要である．

施」と消費者教育の重要性が強調されている．栄養成分

は，食事として食品を摂取することが大原則であり，最近

の若い世代のやせすぎやサプリメント形状の加工食品への

過信を考えると，特に幼児期から若年層への食育が必須と

考えられる．今後の課題としては，食品の組み合わせによ

る複合効果に関する研究の実施により食事の重要性を明ら

かにするとともに，食品特に農林水産物や食事の機能

(1～3次）は長期の持続的な喫食で効果があることへの理

解を促すことが必要である．また，毎日のようにめまぐる

しく変わる食品の栄養成分や機能性関与成分に関して，国

民個々がその情報を正しく理解・解釈し自らの健康問題

を自ら考えて商品選択に活かすために，情報をわかりやす

く流す仕組み作りも必須である．

②機能性関与成分を高含有する農産物品種の開発と喫食

方法の検討

農産物から直接機能性関与成分を摂取することが原則と

すると，一日に摂取できる食物の量が決まっていることか

ら，さまざまな種類の機能性関与成分が効果を示すだけの

量を摂取するためには，それぞれの農産物における機能性

関与成分が通常より多く含む必要がある．農産物中の機能

性関与成分量は，栽培条件でもある程度制御可能である

が，最も寄与率が高いのは，品種であることが，これまで

の知見から明らかになっている．そこで，今後は機能性関

与成分を高含有する農産物品種の開発が必要となる．ま

た，実際の喫食にはかならず加工・調理が必要なことか

ら，加工・調理過程における機能性関与成分の分解や変性

等の検討も必要となる．

③消費者が機能性食品を適正に喫食するための教育と情

報発信

消費者庁に設置された「食品の新たな機能性表示制度に

関する検討会」の報告書では，国の関与のあり方として，

「消費者庁は関係機関と連携しつつ，バランスの取れた食

生活の普及啓発，安全性も含めた食品の機能性表示制度に

関する消費者の理解増進に向けた取り組みを継続的に実

④機能性関与成分のばらつきの栽培・加工的制御技術の

開発

研究レビ、ユーにより機能性表示を行う場合は，機能性関

与成分の下限値を担保するため，ぱらつきを少なくする生

産・栽培管理技術開発が必須である．特に，野菜や果実な

どの生鮮食品や一次加工食品は，品種，産地（圃場），栽

培時期，栽培方法などで機能性関与成分量が異なり，小売

店での販売期間中にも減少する可能性があるため，機能性

関与成分のばらつきを最小にするとともに，下限値を超え

る農産物出荷が求められる．すべての農産物の機能性関与

成分を全数検査できれば良いのだが機器開発がそれほど進

んではいない．そのため，農水省では，サンプリングやモ

ニタリングに関する考え方を「機能性表示に向けた技術的
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対応jとしてまとめ， 2015年8月24日にWEB上で公開

したω．生産者や単一の農林水産物のみを原材料としてい

る加工食品（緑茶，大麦，米，干し椎茸，ストレート

ジュースなど）はばらつきを最小限にしうる最適な品質工

程管理を確立することが求められるが，どうしても表示値

を下回る可能性がある場合は，「00（機能性関与成分）

の含有量が一定の範囲内に収まるよう，栽培・出荷等の管

理を実施しています．しかしムムは生鮮食品ですので，

00 （バラツキの要因）などによって， 00（機能性関与

成分）の含有量が表示されている量を下回る場合がありま

す．」といった注意書きを付すことが機能性表示のガイド

ラインに記載されているので積極的に利用するべきであ

る．

6. おわりに

日本人の平均寿命は，今のところ毎年世界で1位か少な

くとも上位5位以内には位置づけられている. 2015年に

発表された研究報告では， 2013年の世界188か国の「健

康寿命」を調査した結果41），介護が不要で，日常生活に支

障なく，自立して生活できる期間を健康寿命としたとこ

ろ， 日本人の女性が75.6歳，男性が71.1歳で，ともに世

界1位であったしかしこれは現在の姿であり，前述の

ように若年層の栄養不足等の状況を考えると，いつまでも

上位に位置づけられるとは限らない状況であり，健康寿命

の延伸は，日本における重要な課題である．

規制改革会議の言うところの「新たな機能性表示jは，

今まで踏み込んでこなかった「農林水産物の機能性表示」

という点に言及したこの点は，今後の機能性農産物開発

に大きく影響すると考えられる．このように，にわかに活

気づいてきた食品機能性分野であるが，我々が実施しなけ

ればいけないのは，科学的根拠の明らかで健康維持・増進

に役立ち，美味しくて安全な食品を国民に届けるための信

頼性のある研究を行い，その情報を正しく伝えていくこと

である．健康に与える影響を明らかにして，栄養成分や機

能性成分を多く含む農林水産物を使ったレシピやその情報

を消費者に届け，国民の健康の維持・増進に寄与すること

を目指し機能性としては，生活習慣病予防だけではな

く，超高齢化の中で「健康寿命延伸」に大きく寄与すると

考えられるロコモティブシンドローム予防，脳機能改善

（抗認知症，ストレス軽減等）なども対象としていく必要

がある．また，健康な人がその健康を維持し活力ある超

高齢者になるための，健康な人のための食生活提案に資す

る研究も必要となる．これらの研究成果は，日本に続いて

超高齢化していく外国への有益な情報となると考えられ

る．日本の農林水産物の付加価値を向上させるためにも，

機能性農林水産物を活用し機能性が表示された生鮮食品

などが多く上市されることが期待される．国民の健康維

持・増進に寄与できる機能性農産物が手軽に手に入るよう

な環境を作るため，地域や意欲ある事業者と連携しなが

ら，機能性表示農産物開発を加速化していきたい．
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