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農研機構とは

環境問題の解決・地域資源の活用
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健康日本21
厚生労働省
１次(平成12年）～２次（平成24年）～
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平均寿命と健康寿命の差(世界･女性)
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国名 平均寿命 健康寿命 要介護期間

日本（女性） 86.39歳 75.56歳 10.83年

アメリカ 81.42歳 68.61歳 12.81年

イギリス 82.84歳 70.56歳 12.28年

ドイツ 83.14歳 70.31歳 12.83年

フランス 84.91歳 72.32歳 12.59年

中国 79.99歳 70.28歳 9.71年

イタリア 84.60歳 71.36歳 13.24年

スペイン 84.43歳 71.83歳 12.6０年

ノルウェー 83.71歳 71.66歳 12.05年

キューバ 80.43歳 69.06歳 11.37年

オーストラリア 83.99歳 70.63歳 13.36年

カナダ 83.43歳 71.04歳 12.39年

平均
12.29
年

The Lancet 
電子版, 

2015.8.27

日本（男性） 80.05歳 71.11歳 8.94年 平均10.15年

12.39年
（除中国）

10.38年
Lancet v386:2145-2191(August 27, 2015)  をもとに再構成：http://ac.els-cdn.com/S014067361561340X/1-s2.0-S014067361561340X-

main.pdf?_tid=23dd300c-bb43-11e5-b906-00000aab0f6c&acdnat=1452833454_8624b3e97bc83f7bbd6dd594dd30ac67
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1. 世界的に最も早く人口が減少する超高齢社会により社会的負担が増大

2. 平均寿命と健康寿命に約１０歳の差

3. 生活習慣病の増大、若い女性の羸痩

（るいそう：痩せすぎ）、高齢者など健康弱者対策

4. 食料自給率の低下、量と質の確保、TPP対応、国内農業と輸入

我が国の食と健康に関する問題点
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実績値 推計値

年 次

3,626万人
(39.4％）

年

区分別人口の推移

総人口=12,775万人（‘11） 推計総人口＝9,193万人

生産年齢人口
（15～64歳）

老齢人口
(65歳以上)

年少人口
（0～15歳）

高齢者＝2,980万人
（全体の23.3％（‘11）

8,130万人(‘11)

生産年齢人口42％減
4,706万人

日本の将来推計人口（平成24年1月）より

(千人)

働く年齢層の健康維持に
重要なことは
1．適性摂取カロリー
2．野菜と果物の適性摂取
3．適度な運動
と分かっているが実行は
難しい

食品の栄養・健康機能性を
活用して健康維持、疾病予
防に努めることが大切

男性（才） 女性（才）

平均寿命年 80.05 86.39

健康寿命年 71.11 75.56

ランセット電子版, 2015.8.27



食品の機能とは （わが国のこれまでの分類）
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１次機能：栄養機能
栄養素で生命を維持

する機能
（タンパク質、炭水
化物、脂質、ビタミ
ン、ミネラル）

２次機能：
感覚・嗜好機能

色、味、香り、歯ご
たえ、見た目、舌触
りなど食べた時にお
いしさを感じさせる

機能

３次機能：生体調節機
能（いわゆる機能性）

生体防御、体調リズム
の調節、老化防止、疾
病予防など生体を調節
する機能（食物繊維、
ポリフェノール、カロ

テノイド等）

美味しく栄養のあるものを
バランス良く食べることが
最も大切。
その上で、生体調節作用の
ある機能性食品を
生活にうまく取り入れるこ
とが重要です！

三つの機能は不可分で、一体として取り扱うべき。



日本における食品機能性研究

委託プロジェクト「食品成分の分子構造と機能の解明」
1989-1991

農水省

特定研究「食品機能の系統的解析と展開」
1984-1986

文科省

機能性食品解析とその分子解析
1992-1995

文科省

委託プロジェクト「新需要創出のための生物機能の開発と
利用技術の開発に関する総合研究」

1989-2000

農水省
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委託プロジェクト「健全な食生活構築のための食品の機能性及び
安 全性に関する総合研究（活力ある長寿社会実現のための医
食 同源イニシアチブ）」

2002-2012

農水省

委託プロジェクト「農林水産物・食品の機能性等の解析・評価
するための基盤技術の開発（医農連携プロ）」

2011-2013

農水省

2014-2016 機能性を持つ農林水産物・食品開発プロジェクト



メタボリックシンドローム予防 健常人等の健康維持増進 がん等の疾
病予防

食品機能性研究のステージ

農林水産物の機能

解明（機能性成分

同定、効果の細胞、

動物試験）

機能性成分の機能
解明（作用機作、
代謝吸収、安全性

検証）

ヒト試験での検証

（疫学研究（観察

研究、介入研

究））

農林水産物

機能性農林水産物の機能性表示、
調理特性、産地・栽培条件特性情
報のデータベース公開＝消費者、
栄養士へ

長期コホート研究

目的

ー 現状 ー
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機能性農林水産物やレ
シピによる疾病予防、
健康維持増進、健康長
寿、日本型食生活、明
るい日本、海外輸出
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機能性食品の歩み

文部省特定研究（藤巻正生、千葉英雄、荒井綜一）

1984-1986「食品機能の系統的解析と展開」

1988-1990「食品の生体機能の解析」

1992-1994「機能性食品の解析と分子設計」

農林水産省委託プロ

1989-1991「食品成分の分子構造と機能の解明」

1992-2000「新需要創出のための生物機能の開発と利用技術の開発に関する総合研究」

1988 機能性食品懇話会

1991 特定保健用食品

2001 保健機能食品（特定保健用食品、栄養機能食品）

2008 特別用途食品

2015 機能性表示食品

1990 Designer’s foods project

1993 Japan explores the 
boundary between food and 
medicine (Nature, 364, 180)

重
要
度

にんにく、
キャベツ、甘
草、大豆、
ショウガ、人
参、セロリ

タマネギ、茶、ターメリック、
玄米、全粒小麦、亜麻、カンキ
ツ、トマト、ナス、ピーマン、ブ
ロッコリー、カリフラワー、芽
キャベツ

メロン、バジル、タラゴン、エン麦、ハッカ、オ
レガノ、キュウリ、タイム、アサツキ、ローズマ
リー、セージ、じゃがいも、大麦、ベリー



食品の機能性表示制度（～H27.3）

10食品の新たな機能性表示制度に関する検討会 資料に加筆

いわゆる健康食品

【特別用途食品】
病者用、乳児用、他



栄養機能食品の表示例
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n-3系脂肪酸：皮膚の健康維持を助ける栄養素です。
カリウム：正常な血圧を保つのに必要な栄養素です。
ビタミンK：正常な血液凝固能を維持する栄養素です。

＋３種類（H27.4.1）

諸費者庁資料に加筆



特定保健用食品に表示できる保健の用途(例）

12諸費者庁資料に加筆



症例
No.

年代
アマメシバ
総摂取量

摂取期間 症状 予後

1 40代 1,000 g 130日 咳嗽、呼吸困難
生体肺移植、経過
は良好

2 50代 1,440 g 360日
咳嗽、呼吸困難、
喘鳴

死亡

3* 20代 1,200 g 300日 呼吸困難 死亡

4 70代 300 g 300日 呼吸困難、喘鳴 死亡

5** 50代 360 g 120日 咳嗽、呼吸困難 在宅酸素療法

6 60代 4,380 g 730日 呼吸困難、喘鳴 著変なし

7 50代 (不明) 360日 咳嗽、呼吸困難 著変なし

8 50代 900 g 120日 呼吸困難、喀痰 著変なし

*症例3は症例2の娘

**症例5は症例4の娘

国立健康・栄養研究所 「健康食品」の安全性・有効性情報 より

「いわゆる健康食品」による健康被害事例

厚生労働省 「健康食品」のホームページも参照

有名な例：アマメシバによる健康被害

アマメシバは、東南アジアで食材（野菜）として加熱調理して摂られてい
た経験があったが、台湾で体重を減らす目的としてジュース等の形態で、多
くは加熱調理されずに販売され、摂られたため、肺疾患を起こした例がある。
また日本でも、アマメシバの錠剤、粉末等の加工品により閉塞性細気管支
炎を起こした例があり、死亡例も報告さされている。2003年頃。
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機能性表示食品（食品表示基準） Ｈ26内閣府令第10号 平成27年4月～

規制改革実施計画及び日本再興戦略（平成25年6月14日閣議決定）

いわゆる健康食品等の加工食品及び農林水産物に関し、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、平成25年度中に検討を開始し、平成26年度中に結論を
得た上で実施する。

食品の新たな機能性表示制度に関する検討会
（平成25年12月～26年8月）

主な論点
①安全性の確保
②機能性の表示（部位表示、主観的スコア）
③食品表示制度としての国の関与

新たな機能性表示制度
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食品表示について（食品表示法）

食品

保健機能
食品

病者用、妊産婦用、乳児用、
アレルギー用。嚥下困難者用

特定保健用食品（個別許
可型等）

栄養機能食品（規格基準型）

機能性表示食品（届出制）

特別の用途表示（消費者庁
の審査必要）

保健の機能表示可能（消費
者庁の審査必要）

栄養成分の機能表示可能
（消費者庁の審査は不要）

健康維持増進の機能表示可
能（消費者庁の審査は不要）

機能表示はできない

「機能性表示食品」は、事業者の責任で、科学的
根拠を基に商品パッケージに. 機能性を表示する
ものとして、消費者庁に届け出られた食品

一般食品

医薬部外品

医薬品



16

新たな機能性表示制度の概要

16諸費者庁資料
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加工食品の実際の機能性表示(A49)

大麦β-グルカンには糖質の吸収を抑える、血

中コレステロールが高めの方の血中コレステ
ロールを低下させる、おなかの調子を整える
機能があることが報告されています。

βグルカン 3g/150g
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生鮮食品の実際の機能性表示（A80）

2015.9.7に受理（A80)

大豆イソフラボン 56mg/200g



2016年10月17日現在 消費者庁HPから機能性表示食品(A310-B164まで）7品目撤回

表示される機能性 機能性関与成分 科学的エビ
デンス

生鮮
食品

加
工

サプ
リ

内臓脂肪を減らすのを助け、高めのBMI
の改善に役立つ、おなかの脂肪を減らす

ラクトフェリン、キトグルカン、葛花イソフラボン(ﾃｸ

ﾄﾘｹﾞﾆﾝ）、グラブリジン、ローズヒップティロリサイ
ド、酢酸、ガセリ菌、EGCG、リンゴプロシアニジ
ン,CP1563

臨:8、SR：
60

０ ４１ ２７

食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排
出を増加させ、糖の吸収をおだやかにす
るため、食後の血中中性脂肪や血糖値
の上昇をおだやかにする

難消化デキストリン、小麦アルブミン、サラシノー
ル、5-アミノレブリン酸リン酸塩、キトサン、松樹皮
由来プロシアニジンB1

臨：3、SR：
58

０ ５２ ９

中性脂肪を減らす、LDLコレステロールを
下げる、HDLコレステロールを上げる

モノグリコシルヘスペリジン、EPA/DHA、β-グルカ
ン、プロシアニジンB1、リコピン、ポリデキストロー

ス、キトサン、ギムネマ、桑葉、ターミナリアベリリ
カ由ﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙ、α-リノレン酸、ｶﾞﾚｰﾄ型ｶﾃｷﾝ

臨：5、SR：
60

０ ４４ ２１

血圧が高めの方の血圧を正常に維持す
るのを助ける

ラクトトリペプチド、バリルチロシン、γ-グルタミル-
S-アリルシステイン、カカオフラバノール、α-リノレ
ン酸,GABA、わかめペプチド、酢酸、ピペリン、リコ
ピン

臨:5、SR：
45

０ ４０ １０

腸内フローラを良好にし、便通を改善する ビフィズス菌ロンガム種、ビフィズス菌BifiX、デキ
ストリン、ビフィズス菌BB36、難消化デキストリン、
ゲンクワニン配糖体、ガセリ菌

臨：1、SR：
42

０ ３６ ７

肌の水分保持に役立ち、乾燥を緩和する ヒアルロン酸Na、米,こんにゃくグリコシルセラミド、
N-アセチルグルコサミン、アスタキサンチン(1)

臨：0、SR：
28

０ １０ １８

目の黄斑部の色素量を維持する、手元の
ピント調節機能を助ける、目のコントラスト
感度を改善

ルテイン、アスタキサンチン、ゼアキサンチン、シ
アニジン-グルコシド、ビルベリー由来アントシアニ
ン、クロセチン

臨：1、SR：
39

０ ３ ３７

夜間の健やかな眠りをサポートする、日
中の眠気の改善

テアニン、グリシン、L-セリン、清酒酵母GSP6、ク
チナシクロセチン

臨：2、SR：
11

０ ２ １１

SR:システマティックレビュー19



機能性表示食品(A310-B154まで）7品目撤回

表示される機能性 機能性関与成分 科学的エビ
デンス

生鮮
食品

加
工

サプ
リ

膝関節の曲げ伸ばしを助ける、膝関節の違和
感の緩和、腰の不快感の軽減

コラーゲンペプチド、グルコサミン塩酸
塩、非変性II型コラーゲン、S-アデノシ

ルメチオニン、テアニン・ピぺリン・クレ
アチン・プロテオグリカン

臨：3、SR：
24

０ １ ２６

日常の生活で生じる身体的な疲労感を軽減す
る、一時的な精神的ストレスを緩和する

テアニン、GABA、イミダペプチド、還元
型コエンザイムQ10、ライチポリフェ
ノール、セサミン、ヒスチジン

臨：2、SR：
26

０ ９ １９

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

メチル化カテキン、宮古ビデンス・ピ
ローサ由来カフェー酸

臨：1、SR：
7

０ ７ １

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

β-クリプトキサンチン、大豆イソフラボ
ン

臨：1、SR：
17

４ ９ ５

認知機能の一部である記憶（知覚・認識した物
事の想起）の精度を高める

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョ
ウ葉テルペンラクトン、DHA

臨：0、SR：
10

０ ３ ８

気温や室内温度が低い時などの健やかな血
流（末梢血流）を保ち、体温（末梢体温）を維持
する機能がある

モノグリコシルヘスペリジン、６－ジン
ゲロール

臨：0、SR：
7

０ ７ ０

肝機能酵素（ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ－ＧＴＰ）に対して

健常域で高めの数値の低下に役立ち、健康な
肝臓の機能を維持する

クルクミン 臨：１、
SR：0

０ ０ １

加齢によって衰える筋肉の維持に役立つ筋肉
をつくる力をサポートする

ロイシン 臨：0、SR：
2

０ １ １

加齢によって衰える歩行能力の維持に役立つ ブラックジンジャー由来5,7-ジメトキシフラボン 臨：0、SR：
1

０ ０ １

SR:システマティックレビュー

2016年10月17日現在 消費者庁HPから

20



機能性を表示しうる農林水産物
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 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in vitro試験及びin vivo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

 機能性は、健康の維持・増進に資するものであること

 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

 発売日の60日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）



●食経験（喫食実績）
（ⅰ）全国規模で、機能性を表示する食品を摂取すると想定している摂取
集団より広範囲の摂取集団（例えば、高齢者による摂取を主眼として
いるが、それ以外の者にも摂取するなど）において、機能性関与成分
の一日当たりの摂取目安量を同等以上含む食品について一定期間
の喫食実績があること

（ⅱ）日本人の食生活・栄養状態、衛生面、経済面等を勘案し、類似の国
又は地域で、機能性を表示する食品が想定している摂取集団より広
範囲の摂取集団において、機能性関与成分の摂取目安量が同等以
上であり、かつ、一定期間の喫食実績があること等を評価

＊生鮮食品や限られた地域で製造された単一の農林水産物のみが原
材料である加工食品（乾しいたけ、煮干し、押麦、ストレートジュース、
緑茶など）については全国規模でなくても可。

22

ガイドライン（安全性）



ガイドライン（容器包装表示）

●一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分
の含有量

（例：機能性関与成分○○（機能性関与成分名）△△g）。

消費期限又は賞味期限（生鮮食品の場合は販売期間）を通じ
て含有する値を機能性関与成分を表示

→生鮮食品や単一の農林水産物のみが原材料である加工食

品（乾しいたけ、煮干し、押麦、果汁100%ジュース、緑茶など）
で・・・・

どうしても表示値を下回る可能性がある場合は、「○○（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、△△は生鮮食品ですので、◇◇（バラ
ツキの要因）などによって、○○（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。」等の注意書きを付す

23



24

生鮮食品の実際の機能性表示

青島ミカエース5kg 2015.9.7に受理（A79)



25

生鮮食品の実際の機能性表示（A206）

イソフラボン50mg/70g



カロテノイド

・動植物に広く分布し、黄色または赤色を示す色素成分の総称。
・強い抗酸化作用を持ち、活性酸素の発生を抑え、取り除く作
用を持つと考えられている。
・そのため、過酸化脂質が引き起こす動脈硬化を予防したり、老化
やがんの発生に対しても効果があると期待されている。

カロテノイドの種類
1) カロテン類

αカロテン、βカロテン、リコペン、βクリプトキサンチン 等
2) キサントフィル類

ルテイン、ゼアキサンチン、アスタキサンチン 等

ビタミンAの前駆体としての役割
1) ビタミンAは、動物にとって必須の成分。欠乏症は夜盲症など
2) β-カロテン等のプロビタミンAが体内で、ビタミンAに変換される



ポリフェノール

・ベンゼン環、ナフタレン環などの芳香環に結合したヒドロキシ基を
持つ、ほとんどの植物が持っている植物成分の総称。
・光合成によってできる植物の色素や苦味の成分であり、植物細
胞の生成、活性化などを助ける働きを持つと考えられている。
・赤ワインのポリフェノールが、動脈硬化や脳梗塞を防ぐ抗酸化作
用等に効果があると期待されているが、諸説ある。

ポリフェノールの種類
1) フラボノイド

ワイン、茶、リンゴ、ブルーベリー等 殺菌作用、高血圧予防等
2) アントシアニン

ブドウの皮、ムラサキイモ等の赤紫色素成分 肝機能向上、疲れ目
3) タンニン

茶、赤ワイン、柿、バナナなどの渋味成分 殺菌効果等
4) その他

ルチン（ソバ）、イソフラボン（大豆、葛）、リグナン・セサミン



食物繊維

・人が消化できない、食物に含まれている難消化性成分の総称。
・植物性、藻類性、菌類性食物の細胞壁の構成成分で、多糖類
が多い。
・消化されないが、整腸作用や腸内細菌叢への効果があると考え
られている。

カロテノイドの種類
1) 水溶性食物繊維

ペクチン（果物）、グルコマンナン（こんにゃく）、βグルカン
（大麦）、難消化デキストリン、カラギーナン(紅藻類) 等

2) 不溶性食物繊維
セルロース、リグニン（植物の細胞壁成分、野菜等）
キチン・キトサン（甲殻類、菌類の細胞壁成分） 等

難消化性でんぷん（レジスタントスターチ）



機能性を持つ農林水産物・食品開発プロジェクト

29美味しく食べて健康を維持増進できる日本食の普及

産地

市場、メーカー

ｽｰﾊﾟｰ、ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ

家庭、事業所等

Ｃ． テイラーメイドな
提供システムの開発

Ｃ．データベース構築及び
栄養指導システム開発

機能性成分

生体機能性情
報

素材情報（品目、品種、産地、栽培法等）

特性情報（生体利用性、用量、調理適性等）

栄養成分情報
安全性情報

主食 副菜 果実主菜 乳製品 し好飲料
Ａ．機能性農林水産物・加工品開発

栄養ケアステーション等での情報発
信、管理栄養士による栄養指導

栄養指導のための情報の集約、システム化

2,000百万円
平成24～27年度



東北農業研究センター
大豆（高イソフラボン：ふくいぶき
ヒエ、アワ、キビ（ＧＡＢＡ）

野菜茶業研究所 安濃

近畿中国四国農業研究センター
コメ（巨大胚芽米：はいごころ、はいいぶき）
発芽玄米（ＧＡＢＡ）

近畿・中国・四国農業研究
センター 四国
大麦（キラリモチ、ダイシモチ
（β-グルカン））

東北農業研究センター福島
桑の実（クリサンテミン）
桑の葉（デオキシノジリマイシン）
山菜（ウルイ、コゴミ）

野菜茶業研究所金谷（枕崎含む）
緑茶（べにふうき（メチル化カテキン）、サンルージュ（アン
トシアニン））

果樹研究所 興津
-

中央農業研究センター（北陸含む）、作物研究所
コメ（越のかおり（高アミロース））、大麦（ビューファイバー（βグルカ
ン）、ごま（セサミン（まるえもん）、セサモリン（まるひめ））

畜産草地研究所 乳製品（Ｈ６１（老化防止））、畜肉、卵
果樹研究所 落葉果実（リンゴ（プロシアニジニン）、栗）
食品総合研究所 機能性評価法（細胞、病態モデル）、加工技術

北海道農業研究センター
小麦（ゆめちから（高タンパク質））、ジャガイモ（ノーザン
ルビー（アントシアニン）,インカのめざめ（ゼアキサンチン））
タマネギ（クエルゴールド（ケルセチン））
ダッタンソバ（満天きらり（ルチン））

九州・沖縄農業研究センター
サツマイモ（高アントシアニン：アヤムラサキ、
高β-カロテン（ベニハヤト）、イチゴ（VC(おいCベリー）
サツマイモ茎葉（すいおう（ルチン、カフェ酸））
大豆（クロダマル（プロアントシアニジン））
沖縄伝統食材

全国に多数の
素材を保有

30

農研機構における機能性農産物素材の例

カンキツ（温州ミカン（β-クリプトキサンチン）、西南のひかり
・たまみ（高β-クリプトキサンチン）、農６（ノビレチン））

野菜全般（アブラナ科野菜（イソチオシアネート類）、ナス科野菜（ナス）



実施課題（18+１課題）

研究課題名 参画研究機関

A. 機能性を持つ農林水産物やその加工品の開発

食後血糖上昇を抑制する高アミロース米等とその加工食品の開発 農研機構、新潟大農、東京慈恵医大、女子栄養大、新潟県農総研食総研セ

高β-グルカン大麦・小麦全粒粉を用いた低ＧＩ／抗メタボ食品の開発 農研機構、大妻女子大、済生会横浜市東部病院、日清製粉Ｇ本社、みたけ食品工業

食後血糖上昇を抑制する表面研削加工玄米やその加工食品の開発 農研機構、筑波大医学医療系、筑波大生命環境系、茨城農県総セ、大和産業

ルチン高含有ダッタンソバ「満天きらり」を用いた脂質代謝改善効果のある加工食品の開発 農研機構、北海道大院農、北海道情報大、小林食品

抗酸化物質高含有食品による睡眠改善を介した抗メタボ効果検証と商品開発 東京医科大学、富士フイルム、神奈川化学技術アカデミー（ＫＡＳＴ）、筑波大、マルハニチロ食品

脂質代謝改善効果を持つβ-コングリシニン高含有大豆の栽培技術及び加工食品の開発 農研機構、近畿大農、長野県野菜花き試験場、北海道情報大、旭松食品、ミナミ産業

認知機能障害予防作用を持つケルセチン高含有タマネギの栽培技術及び加工食品の開発 農研機構、徳島大院、岐阜大院医、岐阜県農技セ、鹿児島県農総セ、植物育種研究所

日本の伝統健康野菜ゴーヤのエビデンスとサイエンスを根拠とする適正商品化技術の開発 サントリーグローバルイノベーション、慶應義塾大医、サントリー生命科学財団

カロテノイド類の生体調節機能に着目した抗メタボ食品提供技術の開発とその効果の実証研究 京都府立医大、東京大院農、ＮＫアグリ、日本製粉

β-クリプトキサンチンの抗メタボ効果等に着目した柑橘及びその加工食品の開発 農研機構、金沢大医薬保健学域、愛媛大院医、京都大院農、浜松医大、えひめ飲料

脂質代謝改善効果を持つ高カテキン緑茶及びその加工食品の開発 農研機構、大阪医大医、九州大院農、千葉大院、アサヒ飲料、森永製菓

B. 次世代機能性研究

国民のQOL 向上を目指す21 世紀型機能性食品の開発とその効果・効能の基盤解析 東京大農、ＫＡＳＴ、芝浦工大、長谷川香料、キッコーマン、森永製菓、ロッテ、サントリー、日本水産、
日本製粉

高分子プロシアニジン類の腸管ホメオダイナミクスによる生活習慣病予防作用の解明に関する研究 農研機構、弘前大院保、北里大獣医、京大院医

脳腸相関を介した精神的ストレス軽減効果評価法の開発と発酵乳製品の検証 農研機構、北海道大農、茨城大農、順天堂大医

食べるセロトニンの抗肥満作用機構解明とセロトニン高含有農産物の研究開発 東北大農、農研機構野茶研

LOX-1リガンド簡易迅速評価システムの開発とフードマトリクスにおける阻害物質探索 農研機構、帝京平成大薬、東京大学 生産技術研究所

C.機能性を持つ農林水産物やその加工品のデータベースの構築及びその加工評価や個人の健康状態に応
じた栄養指導システムの開発

機能性を持つ農林水産物のデータベースの構築及び個人の健康状態に応じた栄養指導システムの
開発

農研機構、神奈川県立福祉大、日健栄協、国立健康栄養研、神奈川栄養士会、生活協同組合
連合会ユーコープ、相鉄ローゼン、富士シティオ

中年男性をターゲットとしたテーラーメード機能性弁当の効果実証および供給システム開発 リバネス、順天堂大医付属病院、帝京大医付属病院

機能性弁当の内臓脂肪低減効果検証のためのヒト介入試験 31



個人の健康状態の把握

機能性農産物の産地から
の配送、機能性弁当製造

ヒト介入試験（RCT)
による効果検証

★160人、12週間平日
昼食介入、群間比較

★内臓脂肪低下効果

機能性弁当の内臓脂肪低減効果検証RCT

スタート
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機能性弁当の長期摂取ヒト介入試験

昼食の弁当を白米から玄米＋大麦ご飯に変えて56日間
食べると内臓脂肪面積が顕著に減少する
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特許出願中



１．農水省農食事業「緊急対応研究課題：農産物の
有する機能性やその関与成分に関する知見の収集・評
価」(H26)

公開中：緑茶（メチル化カテキン）、温州みかん（β-
クリプトキサンチン）（PRISMA準拠、2/24修正）

２．補正プロ「農研機構機能性食品開発プロジェクト：
農 林水産物の機能性評価事業」(H25-H27)

公開中：大麦（β-グルカン）、緑茶（エピガロカテキンガレート）、大豆
（β-コングリシニン）、ホウレンソウ（ルテイン）、リンゴ（ポリフェノール）、こ
んにゃく（グルコマンナン）、魚（EPA/DHA)

https://www.naro.affrc.go.jp/project/f_foodpro/2016/06
3236.html
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自由に利用できる研究レビュー



想定される機能性表示農産物

品目（品種等） 想定される機能性表示

ホウレンソウ（寒
締め栽培）

本品にはルテインが含まれ、継続摂取により目の健康維持に関係する
眼底の色素量を増加させることが報告されています。

大麦（きらりもち） 本品にはβ-グルカンが含まれます。β-グルカンには血糖値が高めの方
の食後血糖値の上昇を抑えることが報告されています。

大麦（きらりもち） 本品にはβ-グルカンが含まれます。β-グルカンにはLDLコレステロール
の上昇を抑えることが報告されています。

大豆（ななほまれ） 本品にはβ-コングリシニンが含まれます、β-コングリシニンには遊離脂

肪酸を減らす働きにより、正常な中性脂肪の値の維持に役立つことが
報告されています。

ダッタンそば（満
天きらり）

本品にはルチンが含まれます。ルチンは正常なコレステロール値の維
持に役立つことが報告されています。

リンゴ（ルビース
イート）

本品にはプロシアニジンが含まれ、継続摂取により、正常なLDLコレス
テロール値の維持に役立つことが報告されています。

たまねぎ（クエル
ゴールド）

本品にはケルセチンが含まれ、継続摂取により、正常な知覚の機能維
持に役立つことが期待されます。



機能性表示生鮮食品での問題点

●生鮮食品は機能性関与成分含量がばらつく
→厳密な生産・出荷管理、全数検査機器開発が
必要

●健常者での有効性をどう実証するのか
→生鮮食品独自の臨床試験プロトコールが必要

●消費者の「ばっかり食べ」をどう食い止めるのか
→食品の組み合わせ複合効果に関する研究推
進と幼児期からの食育が必要



ASCON(消費者市民社会を作る会) 科学者委員会



以上、ご清聴ありがとうございました。

2016年11月5日

日本農学アカデミー 公開シンポジウム


