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1. 事業の概要 

1.1. 事業の背景と目的 

日本の「機能性表示食品」制度は、消費者の「自主的かつ合理的な商品選択の機会の確保」を促す制度
として 2015 年 4 月に導入された。消費者が食品に求める従来の「栄養摂取」や「おいしさ」ニーズに加えて、
「健康の維持・増進」ニーズに対応し、生鮮農産物を含むほぼ全ての食品が対象となっている。 

2017年３月時点で、同制度導入からほぼ２年が経過しているが、消費者庁への届出情報を見ると、届出
794件のうち、生鮮農産物は 6件（β‐クリプトキサンチンを機能性関与成分とする「みかん」が 3件、大豆イソ
フラボンを機能性関与成分とする「大豆もやし」が 3件）に過ぎない（2017年 3月 16日現在）。 
一方、「日本再興戦略」（平成 27 年改訂版）において「食・農を通じた健康を支える食生活インフラ整備

パッケージ」の策定が盛り込まれているように、健康ニーズの高まりに対応した食・農を活用した健康維持・増進
ビジネス創出が必要であり、「機能性農産物及び 6 次産業化による加工食品の機能性表示食品の市場」創
出が期待されている。 
本期待に応えるためには、機能性表示食品制度が農業生産現場や地域の食品関連事業者に理解され、

大口の需要先となる外食・中食産業においても機能性農産物等を積極的に活用できる環境整備が必要であ
る。 
以上を背景として、健康な食生活を支える地域・産業づくり推進委託事業（機能性農産物等活用バリュー

チェーン構築調査）（以下「本事業」という。）では、以下を目的に実施する。 
 
①生産者、食品加工事業者、研究機関、中食事業者、外食事業者、小売事業者等に対して、調査を通
じて、機能性農産物等のバリューチェーン構築のノウハウを明らかにする。 
 機能性農産物等の市場形成に取り組む先進・優良事例を調査し、「市場形成に向けての課題」

「課題解決に向けた工夫や方策」を明らかにする。 
 更に、機能性農産物等の市場形成に取り組もうとする萌芽的取組に対して実証的調査を実施し、

ノウハウをより深化・多様化させると同時に、これらの活動プロセス自体も見える化し、対象地域の生
産者や農業関連団体、食品関連事業者の意識啓発を図る。 

 
②バリューチェーン構築の大前提は、「機能性農産物及び同加工食品」の価値を認める消費者の存在で
あるため、消費者ニーズに関するデータも重要情報として整理し、バリューチェーン構築に関わる生産者、
事業者等に対して示す。 

 
③機能性農産物に対する消費者や食品加工事業者、中食事業者、外食事業者、小売事業者等の理
解を促す冊子を作成する。 
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1.2. 事業内容 

1.2.1. 先進・優良事例の調査 

1.2.2. 機能性農産物等を活用した食環境の整備 

（1） 流通段階での機能性成分含量の確認 
（2） メニューや加工食品の開発 
（3） 開発製品の販売価格の試算と消費者向け試食会の開催 
（4） 検討会の開催 
1.2.3. 機能性農産物の消費者ニーズ等調査 

1.2.4. バリューチェーンを形成に関する課題の整理 

 
図表 1-1 本事業内容 

 

1.3. 実施体制 

本事業は、株式会社野村総合研究所（以下「NRI」という。）を中心とし、認定NPO法人アジアGAP総
合研究所（以下「アジア GAP総研」という。）を事業パートナーとして実施する（図表 1‐2）。 

図表 1-2 実施体制 

 

1.1 先進・優良事例の調査

1.2 機能性農産物等を活用した実証的調査

1.2.1 流通段階での機能性成分含量の確認

1.2.2 メニューや加工食品の開発

1.2.3 開発製品の販売価格の試算と消費者向け
試食会の開催

1.2.4 検
討会の開催

1.3 機能性農産物の消費者ニーズ等調査

1.4 バリューチェーン形成に関する課題の整理

農林水産省

野村総合研究所 アジアGAP総合研究所

中核事業者

パートナー GAP会員
（生産者、小売・中食・外食・食品
メーカー、農業関連企業・団体）

ぐるなび

オイシックス、ローソン等

メニューや加工食品の開発

メニューや加工食品に対する市場性評価

広報冊子の作成

提携先の食品
関係者・シェフ
（和洋中）

機能性農産物等を活用した食環境の整備
を中心に担当

マクロミル
インターネットアンケート

NDCグラフィックス
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2. 先進・優良事例の調査  

2.1. 調査の概要 

機能性農産物の展開の先進・優良事例を調査し、主として次の点を明らかにした。 
 品種開発の経緯とバリューチェーン構築に至るまでの各プレイヤーの役割 
 機能性農産物等の市場の特徴と市場形成時の課題（苦労したこと、上手くいかなかった点とその理由） 
 更なる発展のために乗り越えなければならない障壁 
事例調査の対象は以下のとおりとした。 

 
図表 2-1 先進・優良事例調査対象 

分類 品種名 ブランド名 開発機関 調査先 

葉茎菜 たまねぎ さらさらゴールド 
植物育種研究所、三井物

産 

三井物産(株)本社、JA きたみらい、三井

物産(株)北海道支社、(有)植物育種

研究所、大塚食品、三越伊勢丹 

果物 ウンシュウミカン 三ヶ日みかん 
静岡県三ヶ日町農業共同

組合 

農研機構、浜松市役所、JAみっかび 

いも・根菜類 アヤムラサキ  九州沖縄農業研究センター 
（社）宮崎県 JA 食品開発研究所、JA

都城、宮崎県農協果汁(株)、崇城大学 

穀物 ダッタンソバ 満天きらり 
農研機構北海道農業研究

センター 

小林食品、神門、雄武町商工会 

豆類  クロダマル 筑前クロダマル 
農研機構九州沖縄農業研

究センター 

JA おおいた、 (株)千成堂、農研機構 
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2.2. 調査の実施 

2.2.1. さらさらゴールド（たまねぎ、北海道北見市） 

（1） 基本情報 

種苗開発機関  有限会社植物育種研究所（北海道夕張郡栗山町） 
生 産 者  JA きたみらい たまねぎ農家 5軒（2016年産から 13軒）（北海道北見市） 
機能性関与成分  ケルセチン（フラボノイドの一種） 

機 能 性 

 ケルセチンは、高い抗酸化性のみならず、さまざまな健康機能性（動脈硬化予防効
果、抗肥満効果、炎症抑制効果など）のエビデンスが明らかにされてきている。 
出所）農研機構ホームページ 
http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2015/10/060289.html 

機能性表示食品  機能性表示食品の届出中（2016.9.28時点） 

品 種 の 特 性 

 さらさらゴールドは、ケルセチン含有量が 100mg/可食部 100gであり、一般たまね
ぎの 2～5倍とされる。（有限会社植物育種研究所のwebサイト及び新聞記
事） 

図表 2-2 さらさらゴールド 

 

出所）有限会社植物育種研究所ホームページ 

商 品 形 態 

 販売例① web販売「ONIONI eSHOP」（「さらさら」ブランドたまねぎの販売） 
 さらさらゴールド 10㎏ 5,400円（税別/送料別） 
 さらさら黄金タマネギと黒酢のコンソメ 6袋 3,600円（税別/送料別） 
 炒め黄金タマネギと鰹だしの醤油 6本 4,800円（税別/送料別） 
 販売例② 大塚食品web販売「Select Shop」 
 しぜん食感 極ベジ onion<125ml×30本>  7,200円（税別） 
 販売例③ 伊勢丹新宿店 
 さらさらゴールド 3個 400円（税別） 

※2016年 7,8月現在 

商 品 上 市 
に 関 す る 経 緯 

 
年月 取組 

2003.3 有限会社植物育種研究所 設立 
2006 さらさらレッド販売 
2012 三井物産北海道支社と植物育種研究所の出会い 

http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2015/10/060289.html
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2013 三井物産と植物育種研究所との共同開発契約締結 
2014.4 試験的栽培開始（JA きたみらいたまねぎ農家 5軒、収量 100 トン） 
2014.10 さらさらゴールド販売開始 
2015.4 大塚食品「しぜん食感 極ベジ onion」販売開始 
2016.4 試験的栽培の拡大 

（JA きたみらいたまねぎ農家 13軒、収量 300 トン） 
2016.6 消費者庁に機能性表示食品の届出 
 

 

バリューチェーン構
築 プ レ イ ヤ ー と 
供 給 体 制 

 
分類 大学・研究機関・企業名 

研究機関、種苗メー
カー 

(有)植物育種研究所 
（北海道大学農学部発ベンチャー） 

農業生産者 ホクレン農業協同組合連合会、JA きたみらい、JA きたみらい
組合員農家 

地方公共団体 －（北見市は特に関与していない） 
流通 三井物産(株)北海道支社 
食品加工 大塚食品(株) 
飲食、小売 百貨店、高級スーパーマーケット 
 農家との委託契約生産ではないが、三井物産がホクレン（JA きたみらい）より、さ
らさらゴールド全量を買い取り、①自社によるネット販売 ②百貨店・高級スーパーで
の販売 ③大塚食品による加工食品販売 となっている。 

 

生 産 の 状 況 

 2016年作付は、JA きたみらいの農家 13軒で収量 300 トンを目指している。 
 2015年産たまねぎの国内生産は、作付面積 25,700ha、収穫量 1,258,000 ト
ン 1に対し、さらさらゴールドの収穫量は、100 トン（2016年産は 300 トンの予
定）である。 
 たまねぎ主産地は、北海道、佐賀県、兵庫県であるが、2015年産のさらさらゴール
ドの生産地は、北海道北見市に限定されている。 

 
  

                                         
1 農林水産省統計｢平成 27年産指定野菜（春野菜、夏秋野菜等）の作付面積、収穫量及び出荷量｣ 
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（2） バリューチェーン構築の成功要因（KFS:Key for Success） 
たまねぎ「さらさらゴールド」（北海道北見市）に関しバリューチェーンが適切に構築され（図表 2‐3）、商

品上市に行き着いた成功要因として、以下のように考えられる。 
 
① 事業リスクへの対応 

 通常品種と比較して栽培技術や収量に大きな差がない品種である 
2014、2015 年の試験栽培では、JA きたみらいの通常品種と同様に植え、ほぼ同じ栽培技術で生産が可

能であり、収量もあまり変わらないため農家の安心感に繋がった。（強いて言えば、施肥量が多すぎると球形が
肥大し、水分量が多くなりケルセチンの多い表皮の割合が減り、ケルセチン濃度が減る） 
 
 機能性関与成分の品質のばらつきを防ぐため生産農家を限定する 
2014、2015 年の試験栽培では、JA きたみらいのたまねぎ農家 500 軒のうち、たまねぎ振興会の役員等

栽培技術の優れた農家 5軒が、植物育種研究所の指導を受けながら栽培。 
2016 年より 13 軒に拡大しているが、当面、これ以上農家数は拡大しない方針である。品質のばらつきリス

ク、機能性食品表示届出時の一農家一圃場のエビデンス提供の必要があるためである。 
 
 JA きたみらいのさらさらゴールド全量を買い取り 
JA きたみらいを通じて、三井物産が実質的に全量買取しており、生産農家のリスク軽減に繋がっている。 

 
 機能性表示に関するルール遵守の徹底 
消費者に対して、「さらさらゴールドが血流改善に効果がある」と情報発信することは問題となる。そのため、三

井物産「食の安全チーム」が目を光らせ、ホームページ、各種パンフレットの表現等をチェック・修正している。 
 
 バリューチェーン全体で付加価値を維持・向上し、プレイヤー全員で収益配分して利益を捻出 
種苗を高額にしても開発費は回収不可能だが、川上側が青果販売まで関わることができればその価格から

費用を回収できる。青果販売まで関わるということは、消費者まで機能性農産物の価値が届くまで細かい目配
せが必要となる。ベンチャー企業である植物育種研究所が種子販売をしても規模の経済も働かず儲からない上、
機能性の価値管理まではベンチャー1社ではやり切れない。そこで、三井物産を共同ビジネスパートナーとして提
携することにより、バリューチェーン全体での利益を維持し、持続可能な仕組みを構築した。 

 
② マーケット戦略 

 機能性農産物マーケットのトップシェアを素早く獲得することを目指す 
さらさらゴールドの種子は植物育種研究所のみ販売しているが、今後、ケルセチン豊富なたまねぎの品種が市

場投入され競合が激しくなると予想される。それに対し、できるだけ早くマーケットを独占し、後発組が追いつけな
い状況を作ることが有効と判断し行動している。 
 
 商品価値、ブランド価値を毀損しないために川下まで行き届いたマネジメントを実施 
三井物産は、市場に出されたさらさらゴールドがどこに流通し販売されているかを情報把握している。販売価
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格が値崩れしないように食品加工、飲食・小売等販売先を選定し、取引前に直接バイヤーに会い、価値に共
感してくれた相手と取引するようにしている。 
 

図表 2-3 各プレイヤーの役割 

 

 
 

  

VC全般管理・支援
活動

研究開発、
ノウハウ蓄積

生産財の調達 生産、加工 マーケティング、
販売

研究機関、種苗メーカー
（植物育種研究所）

新品種の開発
機能性成分研究
栽培技術指導

種苗生産 種子販売

農業生産者
（ホクレン農業協同組合連
合会、JAきたみらい、JAきた
みらい農家）

【JAきたみらい】
試験栽培
品質安定化検討
営農指導員の指
導マニュアルの作
成

種子買取 たまねぎ生産 たまねぎ出荷

流通
（三井物産北海道支社）

他社との協業検
討
通年安定供給の
体制構築
機能性食品表示
への届出
リスク管理、コンプ
ライアンス対応

商品開発 育種ハウス建設へ
の投資
たまねぎ買取

ブランディング、販
売促進（展示会
や講演会等）
食品卸への販売

食品加工
（大塚食品）

商品開発 たまねぎ調達 たまねぎ加工飲料
の生産

たまねぎ加工飲料
のマーケティング、
販売

飲食、小売
（百貨店、スーパー）

たまねぎのマーケ
ティング、販売
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2.2.2. 三ヶ日みかん（温州みかん、静岡県浜松市） 

（1） 基本情報 

種苗開発機関  － 
生 産 者  三ヶ日町農業協同組合（JAみっかび）（静岡県浜松市） 
機能性関与成分  β－クリプトキサンチン（カロテノイドの一種） 

機 能 性 

 β－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
報告されている。 
出所）消費者庁ホームページ 
「JAみっかびによる機能性表示食品に関する届出詳細内容」 

機能性表示食品  機能性表示食品の届出受理（2015.9.8） 

品 種 の 特 性 

 1日当たり可食部 270g（約３個）に、機能性関与成分含有量は 3mg である。 
図表 2-4 三ヶ日みかんにおける機能性表示 

 
出所）JAみっかびホームページ 

商 品 形 態 

 生鮮食品（生果）としての販売である。出荷時期により各品種が販売される。 
 三ヶ日みかん 早生（11月上旬～12月下旬） 
 三ヶ日みかん 早生ミカエース （11月上旬～12月下旬） 
 三ヶ日みかん 心（12月中旬～下旬） 
 三ヶ日みかん 和み（1月） 
 三ヶ日みかん 青島（12月中旬～4月） 
 三ヶ日みかん 青島ミカエース （12月中旬～4月） 
 三ヶ日みかん 濃蜜青島（2月下旬～3月上旬） 
 三ヶ日みかん 寿太郎（3月） 
 三ヶ日みかん 青島誉れ（3月～4月） 

※2016年 7,8月現在 

商 品 上 市 
に 関 す る 経 緯 

 
年月 取組 

2003 ～
2013年 

農研機構果樹研究所は、浜松医科大学健康社会医学講座、浜松
市（旧三ヶ日町）と合同で 2003 年度から継続して栄養疫学調査
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「三ヶ日町研究」を実施 
2009年 みかんを食べている人は骨密度が高いことが判明 
2015.6 消費者庁に機能性表示食品制度に届出 
2015.9 消費者庁 同届出受理 
2015.11 三ヶ日みかん 機能性表示食品として出荷 
 

 

バリューチェーン構
築 プ レ イ ヤ ー 

 
分類 大学・研究機関・企業名 

研究機関、種苗メーカー 農研機構果樹研究所 
農業生産者 JAみっかび組合員農家 
地方公共団体 － 
流通 － 
食品加工 － 
飲食、小売 － 
 

 

生 産 の 状 況 

 2015年産みかん全体での国内生産は、結果樹面積 42,200ha、収穫量
777,800 トン 

 みかん主産地は、和歌山県、愛媛県、静岡県、熊本県等であるが、機能性表示
食品を持つ三ヶ日みかんの生産地は、静岡県浜松市の三ヶ日農協扱いのものに
限定されている。 

 三ヶ日みかんの 2015年産は、生果として、出荷量 29,300 トン。 
2016年産は、出荷量 3.8万トン~4万トンを目指している。 

 従来からある温州みかんであることもあり、生果として市場を通して出荷しているた
め、量が増えれば価格は下がる面もあり、取引単価は一概に決められない。 

 
（2） 本バリューチェーン構築の成功要因（KFS:Key for Success） 
機能性表示食品への届出にあたり、新たにバリューチェーン構築を実施した訳ではないが、ここでは、機能性

表示食品への届出を受理され現在に至るまでの成功要因を記載する。 
 

① 事業リスクへの対応 

 生産者に対する新たな負荷を作らない：生産方法 
そもそも従来から生産している品種であるため、機能性食品表示制度が導入されても、生産者はこれまで通

りに生産すれば良いという強みはあった。仮に新しい制度にあわせて、生産品目や生産方法を変更する必要が
あった場合、生産者から見ると確実に販売出来るのかの確証がないため、リスクを感じ受け入れてもらえなかった
可能性がある。 
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 生産者に新たな負荷を作らない：価格面 
上述の通り、従来通り生産すれば良い品種ではあったが、機能性を担保すべく必要摂取量の定め方によって

は、通常等級品が売れなくなる可能性があった。具体的にβ－クリプトキサンチンの含有量が特に多い特選品 1
個を食べれば必要摂取量の基準をクリアするという言い方になると、特選品以外のみかんには機能性がないと
評価されてしまい、特選品以外はあまり売れなくなるリスクがあった。したがって、届出の際にはその点に配慮し、
規格外品以外の通常生果として消費者に流通する等級の三ヶ日みかんであれば3 個以上食べていれば機能
は維持できるとし説明出来た点がポイントとなった。 

 
 生産者に新たな負荷を作らない：機能性の担保方法 
機能性表示食品への届出をするにあたり、その成分が含まれていることを計測して担保する必要がある。しか

し、通常は届出したい機能性関与成分を都合よく計測してくれる装置はなく、個体に含まれる成分量を定量す
るのは難しいという問題がある。 
しかし、農研機構の研究により、運良くβ－クリプトキサンチンの含有量は糖度と相関関係があることが判明し

た。元々、JA みっかびでは、光センサー選果機で、赤外線による糖度測定を全量実施し、糖度で等級付けさ
れて出荷されていた。したがって、従来通りの出荷方法で個果単位の β－クリプトキサンチンの含有量を保証で
きることとなった。 
 
② プロモーションに対する考え方 

農協単位で届出その他の活動を行い、通常の青果市場に出す産品であるため、大きなプロモーションの予算
はない。しかし、「出すからには一番手」を目指し、かつ、マスコミに好意的に取り扱ってもらえるよう丁寧に説明す
ることにより、うまく予算を使わずにプロモーションをすることに成功した。 
なお、JA みっかびは所管エリアが比較的狭く、管内はみかん生産が主力と言えるため、みかんに対して資源を

集中投下できるという強みがある。現在、農協の統廃合が進み、広域にわたる各種農産物を幅広く扱う農協が
増えている状況の中、農協がここまで積極的活動ができるケースは少ない可能性がある。 
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2.2.3. アヤムラサキ（甘藷、宮崎県都城市等） 

（1） 基本情報 

種苗開発機関 
 農研機構九州沖縄農業研究センター（熊本県合志市）（当時の九州農業試験
場（都城）） 
 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社（大阪市中央区） 

生 産 者  JA都城 サツマイモ農家 20軒程度（宮崎県都城市）等 
機能性関与成分  アントシアニン（ポリフェノールの一種） 

機 能 性 

 アントシアニンには一般に抗酸化作用、がん予防効果、視機能改善作用、血小
板凝集阻害作用等がある。特にアヤムラサキには、生体内の抗酸化活性が高まる
機能と同時に肝機能改善効果があると言われている。 
出所）ヤクルト中央研究所、ヤクルトホームページ より NRI改変 

http://institute.yakult.co.jp/dictionary/word_2928.php 
http://www.yakult.co.jp/news/article.php?num=443 

機能性表示食品  申請予定なし 

品 種 の 特 性 

 南九州の農業は災害に強いサツマイモ生産に依存せざるを得ない面がある中、世界
初の色素用品種として、九州農業試験場と三栄源エフ・エフ・アイ社と共同で開発さ
れた。（安定性が高く、美しい色調をもつ加工用品種） 
 色素含量、切干歩合、収量性が高い品種として開発された。 

図表 2-5 アヤムラサキ 

 
出所）インターネット画像 http://item.rakuten.co.jp/hanaipn/10004785/ 

商 品 形 態 

ジュース、飲料酢、パウダー、色素など 
 販売例①） 株式会社ヤクルト 
 清涼飲料水「アヤムラサキ」 125ml  120円（税別） 
 販売例②）宮崎県農協果汁株式会社 
 甘藷飲料 これおいもアントシアン 195g 缶 1 ケース 24 本入り 2,720 円(税
込) 

 紫野菜 240ml ペット 1 ケース 24本入り 2,960円(税込) 
※2016年 7,8月現在 

  

http://institute.yakult.co.jp/dictionary/word_2928.php
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商 品 上 市 
に 関 す る 経 緯 

 
年月 取組 

1980年代 GATT ウルグァイ・ラウンドの農業交渉開始 
1988 色素含量や収量性の高い色素原料用品種の育成開始 
1990 九州農業試験場（都城）と三栄源エフ・エフ・アイ社との共同研究

開始 
1993 澱粉の輸入自由化決定 
1995 アヤムラサキ命名登録 
 

 

バリューチェーン構
築 プ レ イ ヤ ー 

 
分類 大学・研究機関・企業名 

研究機関（品種） 農研機構九州沖縄農業研究センター 
用途開発 宮崎県 JA食品開発研究所 
農業生産者 JA都城 等 
地方公共団体 －（特に関与していない） 
一次加工 (株)都城くみあい食品、(株)アグリプロセス宮崎、三栄源エ

フ・エフ・アイ(株) 
食品加工 (株)ヤクルト本社、大塚チルド食品、(株)宮崎経済連直

販、(株)飯尾醸造、 
宮崎県農協果汁(株)、 

飲食、小売 －（特に関与していない） 
 

 

生 産 の 状 況 

 ムラサキイモ全体の生産量は安定的に伸びている。1999 年 30 トン→2003 年
50 トン 

 ムラサキイモとして、JA 都城ではムラサキマサリ、アヤムラサキを生産しているが、ムラ
サキマサリの方が収量も多く生産量も多い。 

 アヤムラサキは鹿児島県でも生産されているが、JA都城での生産が中心。 
 JA都城では、アヤムラサキを作っている農家は 20軒程度。当該 JAの甘藷のほと

んどは焼酎用途で、焼酎用さつまいも農家は 200軒程度。 
 アヤムラサキ生産量は減少傾向（下げ止まりに近傾向）にあるが、ムラサキイモの

アントシアニン関連データはアヤムラサキで収集されているため、健康効果をアピー
ルする商材としてアヤムラサキがなくなることはないと考えられている。 

 ムラサキイモの生産はアヤムラサキよりも収量の多いムラサキマサリが主流 
 ただし、健康効果を確認しているムラサキイモはアヤムラサキのみであり、今後も一

定量の生産は存続していくと見られている。 
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（2） 本バリューチェーン構築の成功要因（KFS:Key for Success） 
甘藷「アヤムラサキ」（宮崎県都城市等）に関しバリューチェーンが適切に構築され（図表 2‐6）、商品上

市に行き着いた成功要因として、以下のように考えられる。 
 

① 事業リスクへの対応 

 様々な製品を作りながら、一時的な流行に左右されずに「残るもの」を作るスタンスを維持 
地域の主要産品としての安定した位置を維持・確保することに主眼を置き、流行に左右されがちな機能性

一辺倒の方向に進むことや、一つの会社、一つの製品向けの集中的な原料販売を行わない方針をとっている。 
大手企業に買い占められて一時的に大きな需要があっても、突如需要がゼロになることも多く、また安く買い

たたかれ品質の崩壊につながることも少なくない。したがって、1 社に独占販売することがないよう地元の産品を
維持することに主眼を置き、市場動向をみながら様々な商品向け用途を提案し、仮に機能性のブームが去って
も、ムラサキマサリ等の品種でムラサキイモの色素商品としての販売は維持していくことができるスタンスをとり続け
ている。 
 
 JA都城の甘藷を直販分以外は全量買い取り 
JA ではやりきれない企業同士の取引の部分や、通常の企業での取引では確保されない農業生産の維持機

能を果たす農協直営企業を介在させ、JA直販分以外の全量を買い取っている。 
 

② 事業収益向上への取組 

 ユーザー企業の求める形態での納品 
農産物販路拡大のため、にんじん・芋等の固形物からの搾汁技術を開発し、食品・飲料加工メーカーに提

案し、現在の野菜ジュースブームを牽引した。特徴である色やアントシアニンを維持しつつ、粉、ペースト、チップ
等に加工し、ユーザー企業が求める形での原料を提供することで、より付加価値の高い製品提供を行っている。 

 
③ 外部環境の変化 

 機能性農産物に対する消費者の認知度の向上 
開発当初は機能性ではなく色素に着目した開発だった。現在は、色素用途だけであれば、アヤムラサキ以降

により収量のよい「ムラサキマサリ」が開発され、提供される体制になっている。したがって色素用途のみであればア
ヤムラサキの生産は消滅する傾向にある。しかし、消費者のアントシアニンに対する健康効果に関する認知度が
あがり、以前から機能性データを集めていたアヤムラサキの販売が維持されている状況にある。 
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図表 2-6 各プレイヤーの役割 

 

 
 
  

VC全般管理・支援
活動

研究開発、
ノウハウ蓄積

生産財の調達 生産、加工 マーケティング、
販売

研究機関、種苗メーカー
（農研機構九州沖縄農業
研究センター）

新品種の開発
機能性成分研究
栽培技術指導

農業生産者
（JA都城、JA都城農家）

【JA都城など】
試験栽培
営農指導員の指
導マニュアルの作
成
生産計画策定

苗買取 アヤムラサキ生産 アヤムラサキ出荷
霧島酒造への直
販

一次買取・一次加工
（都城くみあ食品）

あらたな顧客開発
新たな用途開発
市場動向を見極
めた売り先の選定、
生産調整

商品開発 霧島酒造分以外
の買取

パウダー製造 原料用甘藷販売
パウダー販売
パウダーを持参した
顧客開拓

一次加工
（アグリプロセス宮崎）

アヤムラサキ調達 各種加工（ペー
スト化、パウダー化、
カット製品、搾
汁）

マーケティング、販
売

食品加工
（各社）

商品開発 一次加工品調達 加工製品の生産 マーケティング、販
売
機能性成分研究
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2.2.4. 満天きらり（ダッタンそば、北海道雄武町等） 

（1） 基本情報 

種苗開発機関  農研機構 北海道農業研究センター 

生 産 者 
 農業生産法人 株式会社神門（北海道雄武町） 
 長命庵（札幌市北区） 
 その他、少量は長野などでも生産 

機能性関与成分  ルチン（ポリフェノールの一種） 

機 能 性 

 ルチンは、ソバの有する代表的な機能性物質のひとつであり、穀物ではソバのみが含
有するとされている。ヒト介入試験にて一日 20‐30mgの摂取により毛細血管を強
化する効果や、また 360mgの摂取により脂質代謝の改善効果が報告されている。 
出所）農研機構ホームページ 
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/harc

/046880.html 
機能性表示食品  加工品も含め、機能性表示食品の届出はされていない（2016.8時点） 

品 種 の 特 性 

 ダッタンソバは普通ソバの 100倍程度多くのルチンを含有するが、従来の品種はルチ
ン分解活性が極めて強く、例えば麺等を製造するため粉に水を加えると子実に含まれ
るルチンの大部分が分解してしまう上に、味が強烈に苦くなるためダッタンソバの利用は
限られていた。 
 満天きらりは、ソバが栽培できない畑作北限地域でも栽培可能であり、苦味が弱くル
チン分解活性の弱いため、加工した際にルチンを維持しつつ苦みが抑えられる。 

 
図表 2-7 従来品種（北海 T8号）と満天きらりの苦み比較 

 

出所）農研機構ホームページ 

商 品 形 態 
 販売例① 神門 
 そば粉 
 販売例② 小林食品（Amazon等） 
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 満天きらりダッタンそばセット（生そば 120g×2、干しそば（つゆ付き）131g
（麺 80g）、韃靼そばの実茶 200g）  3,600円（税別） 

 販売例③ 長命庵（楽天等） 
 韃靼そば茶（500g） 2,800円（税込） 
 韃靼そば乾麺（100g×3束入） 735円（税込） 
 韃靼そば 生めん（２人前） 840円（税込） 
 韃靼そば粉入りパスタ （一人前） 350円（税込） 
 韃靼そばカップ麺 （一人前） 378円（税込）  等 

※2016年 7,8月現在 

商 品 上 市 
に 関 す る 経 緯 

 
年月 取組 

2002 ダッタンソバの国産第一号品種である「北海 T8 号」を北海道雄武町で
試験栽培 

2006.7 「北海 T8号」を品種登録 
2006 「満天きらり」の試験栽培を北海道雄武町で開始 
2012 「神門」設立 
2012 ルチンを分解しにくい「満天きらり」の製麺方法の特許出願 
2013 「神門」での「満天きらり」栽培開始 
2016 「第８回耕作放棄地発生防止・解消活動表彰」において農林水産大

臣賞を獲得 
 

 

バリューチェーン構
築 プ レ イ ヤ ー 

 
分類 大学・研究機関・企業名 

研究機関、種苗メー
カー 

農研機構 北海道農業研究センター 

農業生産者 (株)神門、北海道ダッタンソバ生産者協議会など 
地方公共団体 北海道雄武町 
食品加工 (有)小林食品など 
飲食、小売 長命庵など 
神門が生産した満天きらりは、JAを通さず小林食品や長命庵の加工会社等に供給さ
れている。 

 

生 産 の 状 況 

 2016年の満天きらりの作付面積は、北海道雄武町で 203ha。 
 満天きらりの正確な生産量は把握できていないが、大部分を神門が生産。 
 2015年産ソバの国内生産は、作付面積 58,200ha、収穫量 34,700 トン 2に

対し、北海道雄武町の作付面積約 200ha、約 180 トンである。 

                                         
2 農林水産省統計｢平成 27年耕地及び作付面積統計｣、「平成 27年産作物統計」 
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 ソバの主産地は、北海道であり、ヒアリングによると、ダッタンソバは、ほとんどが北海
道で栽培されており、北海道の作付面積は約 350ha と言われているため、日本
における作付面積の半数程度が雄武町で栽培されていると推測される。なお、雄
武町では満天きらり以外のダッタンソバは栽培されていない。 

 
（2） 本バリューチェーン構築の成功要因（KFS:Key for Success） 
ダッタンそば「満天きらり」（北海道雄武町等）に関しバリューチェーンが適切に構築され（図表 2‐8）、商

品上市に行き着いた成功要因として、以下のように考えられる。 
 

① 品種特性 

 他の農産物の育たない土地でも育つ品種である 
満天きらりは、従来のダッタンソバと比較しても、栽培技術や収量に大きな差がなく、日本全国広く栽培され

ている普通ソバが栽培できない地域でも栽培することができる品種である。また、比較的少ない人手で集約的
に生産可能という特徴もある。北海道雄武町のような他の農産物の育ちにくい北部極寒地域でも、普通ソバよ
り機能性の高い能産品の生産が実現できるという点は強みとなり、現在、地域の産業を牽引する主要産物とす
べく、自治体を巻き込んだ取り組みがなされている。 
耕作放棄地を活用し、効率的に生産できる品種である点は、他の農産物がなく、畜産の耕作放棄地の多

い雄武町のような地域には魅力となる。 
 

② 事業リスクへの対応 

 生産規模拡大一辺倒でなく、検証を行いながら事業を進めて行く 
(株)神門では、栽培を開始した 2012 年より栽培面積が拡大傾向にあり 2016 年の栽培面積は 200ha

となった。町内の耕作放棄地はまだ存在するが、当初目標の 150haを大幅に超えたこともあり、規模拡大を一
時停止し、需要の見極め、生産担い手の確保等の検証を行い、今後について検討を行っていく。 
 
 一部契約栽培を行うことで、収入の安定化を目指す 
神門では、2016 年から本州の大手外食チェーンからの契約栽培を行っている。一定量を安定して販売でき

ることで収入の安定化につながる。 
 
 共済に入ることで、自然災害リスクを低減 
今まで、ダッタンソバの大規模な栽培実績が無かったためリスク算定ができず他の一般的な農産物ように共済

に入ることができなかったが、数年間栽培したことでデータがそろったため共済に加入できるようになり、自然災害リ
スクを低減することができた。 
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図表 2-8 各プレイヤーの役割 

 

  

VC全般管理・支援
活動

研究開発、
ノウハウ蓄積

生産財の調達 生産、加工 マーケティング、
販売

研究機関、種苗メーカー
（農研機構 北海道農業
研究センター）

新品種の開発
機能性成分研究
品種改良

種苗生産 ブランディング、販
売促進（展示会
や講演会等）

農業生産者
（神門、北海道ダッタンソバ
生産者協議会など）

試験栽培 種子買取 玄ソバ生産
ソバ粉加工

玄ソバ販売
ソバ粉販売
ブランディング、販
売促進（そば祭り
の開催や講演会
等）

【神門】
種子販売

食品加工
（小林食品、長命庵など）

商品開発 玄ソバ買取
ソバ粉買取

そばの生産 そばのマーケティン
グ、販売
ブランディング、販
売促進（そば祭り
の開催や講演会
等）



 

19 
 

2.2.5. クロダマル（黒大豆、大分、熊本、福岡、佐賀県等） 

（1） 基本情報 

種苗開発機関  九州沖縄農業研究センター 
生 産 者  大分、熊本、福岡、佐賀県等 
機能性関与成分  アントシアニン（ポリフェノールの一種） 

機 能 性 
 抗酸化活性 
※クロダマル由来のアントシアニンの機能性に関する更に詳細な記述は検索中。 

機能性表示食品  機能性表示食品の届出無し（2016.9調査時点） 

品 種 の 特 性 

 クロダマルは、九州等暖地向けに育成された大粒黒大豆。表面に光沢があり、外観
品質良好な登録品種である。煮豆加工での製品歩留りが高いこと、アントシアニンの
含有量が高いことも特徴である。 

図表 2-9 クロダマル 

 

出所）中原採種場(株)ホームページ 

商 品 形 態 

 乾燥豆、煮豆、きな粉、豆腐、揚げ豆腐、パン、黒豆寒天、黒豆アイス、御縁餅等
の多様な加工品が販売されている。 
 販売例 筑前町ファーマーズマーケット みなみの里 

 筑前クロダマル 300g 430円（税込） 
 筑前クロダマルきなこ 150g 360円（税込） 
 筑前クロダマルドレッシング 350ml 450円（税込） 

※2016年 7,8月現在 

商 品 上 市 
に 関 す る 経 緯 

 
年月 取組 

2004年 九州向け黒大豆新品種「クロダマル」の開発 
2006 年
～ 

試験栽培（例：2006～08年 JA おおいた） 

2009年 本格生産（例：JA おおいたは熊本県菓子メーカー（千成堂）からの
需要、福岡県筑前町の特産品「筑前クロダマル」） 
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2012、13
年 

九州全域にて、生産・普及展開。豆菓子メーカー「千成堂」も積極的に
参加。 
大分コンソーシアム：全農おおいた×千成堂  
福岡コンソーシアム：筑前町×町内飲食店ほか 
佐賀コンソーシアム：中原採種場×佐賀県内生産者 
熊本コンソーシアム：JA熊本市ほか×丸美屋、益城町×千成堂 

2013年 九州黒大豆プラットフォーム設立（12 の機関・団体等が参加。千成堂
の河口会長が初代会長に就任） 

2016年 農研機構、食農ビジネス推進センター設立（クロダマルやアヤムラサキ
等の全国展開支援） 

 
 

バリューチェーン構
築 プ レ イ ヤ ー 

 
分類 大学・研究機関・企業名 

研究機関、種苗メー
カー 

九州沖縄農業研究センター 

農業生産者 大分、熊本、福岡、佐賀県等 
地方公共団体 大分県、熊本県益城町、福岡県筑前町等 
流通 － 
食品加工 千成堂（熊本県）、菊家（大分県）、無印良品、丸美屋 
飲食、小売 筑前町内飲食店 
 各県で生産者と購入者が組んだコンソーシアムを構築し、種の供給を農研機構から
受けて各地で生産してきた。（ただし、近年は各県でも種供給体制が確保されつつ
ある。） 
 生産されたクロダマルは原則としてコンソーシアムメンバーへ販売されるが、現状ではコ
ンソーシアムメンバーだけでは引き受け切れない状況が続いていて各 JA で卸売業者
へ販売している。 

 

生 産 の 状 況 
 大分での作付面積は、2006年 0.6ha に対し、2013年産は 104ha。 
 黒大豆の主産地は、北海道。そのほか兵庫の「丹波黒」がブランドとして有名。クロダ
マル産地は九州に限定されている。 
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（2） 本バリューチェーン構築の成功要因（KFS:Key for Success） 
黒大豆「クロダマル」（大分、熊本、福岡、佐賀県等）に関しバリューチェーンが適切に構築され（図表 

2‐10）、商品上市に行き着いた成功要因として、以下のように考えられる。 
 

① 事業リスクへの対応 

 原則全量を買い取りのスタンスで取組開始 
現時点では必ずしも全量買い取り体制は維持できていないが、少なくとも取組開始当初は生産者の不安

（売れ残りリスク・補助金なしで収支が維持できるか）を解消するために、顧客とのマッチングや収支計算を行
い不安の払拭を種苗開発側で実施した。 

 
 品種開発側の積極的なコーディネート活動 
品種特性を知り尽くし、地元のニーズも理解している品種開発側（農研機構）が、企業・農家の賛同者の

開拓を積極的に行い、コンソーシアム作りに動いたとことにより、クロダマルの認知度をあげ、生産が広がった要因
となった。 

 
② 地域特産品構築に対するニーズへの対応 

 産地のニーズに基づく品種開発 
丹波の黒豆に負けない特産品を作りたいという地元企業のニーズに基づき開発された品種であり、使いたい

企業がいたという点は、各地でコンソーシアムを形成可能にした原動力となった。 
 

図表 2-10 各プレイヤーの役割 

 
 

  

VC全般管理・支援
活動

研究開発、
ノウハウ蓄積

生産財の調達 生産、加工 マーケティング、
販売

研究機関、種苗メーカー
（農研機構九州沖縄農業
研究センター）

産地形成プロセス
の実証研究・実践
実需者への宣伝、
農家の収支計算
支援、

新品種の開発
機能性成分研究
栽培技術指導

種の提供 実需者への宣伝

農業生産者
（JAおおいた等 ）

【JAおおいたなど】
試験栽培
生産指導・品質
確保マニュアル策
定
生産計画策定

（コンソーシアム単
位での）種の買
取・種の生産

クロダマル生産 クロダマル出荷
（原則としてコン
ソーシアム企業へ
の直販）
一部認知度向上
のためのプロモー
ション活動

一次買取・食品加工
（各社）

商品開発 生産者からの直接
買取（または一
時買取先からの買
取）

各種製品製造 顧客開拓（一次
買取）
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2.3. 調査結果の取りまとめ 

5つの先行・優良事例を調査した結果、今後の機能性農産物に関するバリューチェーン構築に関する示唆は
以下の点にまとめられる。 

 
機能性農産物の消費者に対する新たな価値訴求の可能性 

5 事例のうち、調査実施時点で、機能性表示食品制度への届出が受理されている、若しくは、届出の準備
をされているのは「三ヶ日みかん」と「さらさらゴールド」であった。これらは、日常の食生活において多くの消費者に
親しまれている農産物であるが、「栄養摂取」や「おいしさ」ニーズに加えて、「健康の維持・増進」ニーズに対応し
た機能性を商品価値として訴求し、消費者から通常の「みかん」や「たまねぎ」とは別のものと認識され、またその
ことに対して生産者がやる気を感じ始めている段階といえる。 
 
消費者に一定の認知度を得ている機能性関与成分の場合は、機能性表示食品制度への届出をしなくても
アピールできるという考え方もある 
一方、調査実施時点で、機能性表示食品制度への届出の予定がない農産物の中には、テレビ等のマスコミ

を通じて、消費者に一定の認知度を得ている機能性関与成分をアピールしていく方が、事業面では効果的と考
えているケースがあることも明らかとなった。 
 
機能性農産物としてアピールしたい人・そのために動く人の必要性 
機能性農産物を普及させるためには、その良さを生産者、食品加工事業者、中食事業者、外食事業者、

小売事業者等に周知する必要がある。関係者が売れるものだと認識しなければ、バリューチェーンの構築はでき
ないが、「機能性を持つということ」を理解してもらうためには、さまざまな周知活動が必要になる。熱意をもってそ
の周知活動を担える人がいてはじめてバリューチェーン構築は成功すると言える。 
また、機能性の科学的根拠を示す人の存在も不可欠となる。生鮮の場合は生産者側で機能性表示食品

への届出をする必要があり、加工食品の場合は食品加工事業者が届出をする必要がある。このうち、特に、生
産者側だけで機能性の科学的根拠データを集めることは困難となる場合が多いと思われ、届出に馴れた専門
機関（家）の協力を仰ぎながらでも、届出に向けて準備を進める意思を持つ生産者でなければならない。 

 
届出に有効な科学的根拠データの充実や届出作業簡素化の必要性 
上述の通り、生産者が機能性の科学的根拠データを集めることは非常に難しい状況にあり、ヒト介入試験を

実施することも不可能に近い。そのため、農研機構の「機能性をもつ農林水産物・食品開発プロジェクト」で提
示されている「農産物 9品目の研究レビュー」のような公開データを充実させることが有効と思われる。 
また、今回の事例調査の中で、どのような機能性ならば「認められるのか」「認められないのか」が不明だという

意見も聞かれ、届出の受理基準が不明瞭だという意見もあった。届出には多くの資料を準備する必要があるた
め、同品種の同成分や同機能を届出るならば、手続きを簡素化する等の工夫があっても良いのではないかとい
う意見も聞かれた。 
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3. 機能性農産物等を活用した食環境の整備（実証的調査） 

機能性農産物等を活用したメニューや製品を消費者に届けるため、食環境の整備に取組んだ。対象とする
品目は図表 3‐1 とし、下記の取組を実施した。 
 流通段階での機能性成分含量の確認 
 メニューや加工食品の開発 
 開発製品の販売価格の試算と消費者向け試食会の開催 
 検討会の開催 

 
図表 3-1 実証的調査対象 
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3.1. キラリモチ（岡山県美作市、奈義町） 

3.1.1. 品種の特性 

（1） 農産物の特性 
キラリモチは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（以下「農研機構」という。）が、平

成 12年～21年に育成した品種であり、平成 21年 11月に品種登録出願されている（第 24339号）。 
機能性関与成分では、水溶性食物繊維β‐グルカンが多く含まれる特徴を持っている。 
キラリモチは、炊飯後の褐変に関与するプロアントシアニジン（ポリフェノールの一種）を含まないため、主食用

に向いた白度が高いものとなる。また、もち性で軟らかく、粘りがあり、麦ご飯の食味に優れる特性を持つ。 
収量は標準品種の約 80％と劣るが、オオムギ縞萎縮病、うどんこ病に抵抗性を有する。また、精麦時に割

れにくいという特性を持っている。 
 

図表 3-2 キラリモチ（岡山県奈義町の株式会社ライスクロップ長尾の栽培） 

 

 
（2） 機能性関与成分の特性 
水溶性食物繊維β‐グルカンは、糖質の吸収を抑える効果、コレステロール低減効果、腸内環境の改善又は

おなかの調子を整える効果、内臓脂肪の低減効果が報告されている。 
 

図表 3-3 キラリモチに含まれるβ-グルカンの特徴 
品 種 名 ポリフェノール含量（mg/g） β ‐ グルカン含量（％） 

キ ラ リ モ チ 0.15 7.2 

イ チ バ ン ボ シ 0.32 4.7 

出所）農研機構ホームページより引用 
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3.1.2. 流通段階での機能性成分含量の確認 

（1） 実施概要 
キラリモチに関して、生産されてから消費者に届くまでの機能性関与成分量の確認をするため、３ロットを対

象として、機能性関与成分含量を確認した。また、同一産地産の長期保存されたキラリモチ（大麦）により、
経年変化を検査するとともに、産地（土質・栽培環境）の違いによる偏在を明らかにする。 
機能性関与成分の分析は、検査機関（日本食品分析センター）に外注して実施した。 

図表 3-4 機能性関与成分分析フロー 

 

（2） 分析結果 
乾燥サンプルに対して、β‐グルカン測定キット（日本バイオコン株式会社:MIXED‐LINKAGE BETA‐

GLUCAN Megazyme）を用いて試験した。 
分析結果を以下に示す。これらの種は、農研機構から提供されたものであるが、平成 27年度産で比較する

と概ね同規模の含量であることがわかる。平成 24 年度と 27 年度産の奈義町産の比較は元の種が異なるた
め厳密に評価はできないが、3年経過した 24年度産でも 7.2g成分含量が維持しており、仮説の域は越えな
いが、β‐グルカンは直ぐには経年変化しない可能性がある。 

 
図表 3-5 機能性関与成分（β-グルカン）の分析結果 

 
  

10kg

東京都多摩市永山6丁
目11番10号

150gライスクロップ
長尾

日本食品分析
センター

150g

150g 50g

・27年度奈義町産
玄麦キラリモチ

3kg福田製粉製麦
加工所

農研機構
西日本農業研究

センター

・24年度奈義町産
玄麦キラリモチ

・27年度北海道滝川市
産玄麦キラリモチ

無作為に50kg×3（計150g）を
サンプリングし、宅配便送付

農研機構
西日本農業研究セ

ンター

2kg

2kg

100g

宅配便送付
無作為に50kg×3（計150g）を
サンプリングし、宅配便送付

無作為に50gをサンプリングし、
宅配便送付

香川県善通寺市仙遊町
1-3-1

同条件で搗精 同条件で検査

※70%歩留まり

・26年度北海道滝川市
産玄麦キラリモチ

宅配便送付

・27年度茨城県筑西市
産玄麦キラリモチ

・27年度広島県安芸高田市産
玄麦キラリモチ

・26年度広島県安芸高田市産
玄麦キラリモチ

・27年度農研機構西日本農業研究センター試験圃場
玄麦キラリモチ

β‐グルカン含有量（g/100g）
試験区 受付日 検体1 検体2 検体3 平均 標準偏差

27年度奈義町産 2月23日 6.5 6.6 6.5 6.5 0.05
24年度奈義町産 2月23日 7.2 7.2 7.3 7.2 0.05
27年度滝川市産 2月23日 6.6 N/A N/A 6.6 N/A
26年度滝川市産 2月23日 7.8 N/A N/A 7.8 N/A
27年度筑西市産 2月23日 6.3 N/A N/A 6.3 N/A

27年度安芸高田市産 2月23日 6.3 N/A N/A 6.3 N/A
26年度安芸高田市産 2月23日 6.9 N/A N/A 6.2 N/A

27年度農研機構 2月23日 6.2 N/A N/A 6.2 N/A
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3.1.3. メニューや加工食品の開発 

（1） 3品目の選定 
メニューや加工食品の開発では、以下に示すような段階に分けて進めた。 
①株式会社ぐるなびのシェフ等の協力を得て 15品目のレシピを開発 
②検討会メンバー、農林水産省担当者、調査実施機関が参加した試食会を開催し、5品目に絞り込み 
③大手流通バイヤーの評価を得て、最終的に 3品目を選定 
 

図表 3-6 選定された 3品目 
メニュー名 結果 バイヤーによる選定理由 

もち麦おかゆ ○ 

臭みもなく、見た目もよい。通常のおかゆよりも食べごたえあるのがまた良い。地
元のレストランやホテル・旅館の朝食で提供するとよいのではないか。またレトル
トパッケージ食品として、便通改善へのニーズの高い、離乳食向けや非常食
用としても展開が可能。 

大麦汁 ○ 

食感が面白い。地元のレストランやホテル・旅館のオリジナルメニューとして提供
するとよいのではないか。原料そのままの提供の他、バラ凍結冷凍加工品とし
て、BtoB 向けで展開を広げる。コンビニエンスストアのレンジアップ用半調理カ
ップとして展開も可能。380円／食程度を想定。 

もち麦ドーナツ × もちもち感は美味しいが、差別性にやや欠ける。 

もち麦おはぎ × 
あずきとの相性もよく、味覚は問題ない。ただし、ナショナルブランドとして展開
するよりも、地元の名産品として道の駅などで展開する方が好ましいのではな
いか。 

キラリうどん ○ 
他のうどんにはない、独特の食感・香が若者や女性に受けそうなメニュー。間口
を広げ、エントリーユーザーを獲得できるのではないか。地元でも複数店舗によ
る、オリジナルつけダレを提供し合うなど、特産品化も可能なのではないか。 

 
（2） 機能性成分含量 
主食である「もち麦おかゆ」「キラリうどん」は、一食分を摂取することで、β‐グルカンの一日必要摂取量

1,000mgを確保できることが分かる。一方、「大麦汁」は食品に含まれる油分が原因となり、既存分析手法で
は、β‐グルカンの検出が不可能であることが判明した。かりにこれらを機能性表示食品として届け出る場合は、
分析手法自体の検討も必要となることが分かった。 

 
図表 3-7 選定された 3品目に含まれる β-グルカン含有量 

メニュー名 分析結果（mg/100g） 
もち麦おかゆ 4,000 
大麦汁 ※ 
キラリうどん 4,200 

※検査前処理段階での凍結乾燥がうまくいかず分析不能。油分が多い食品の場合、既存分析手法では、β‐グルカンの検出が

不可能であった。 
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3.1.4. 開発製品の販売価格の試算と消費者向け試食会の開催 

バイヤー試食会で選ばれた 3 品目（図表 3‐6）について現地での試食会を開催したのち、他の実証的調
査を進めている 3品目とともに合計 4農産物、4 メニューでの首都圏での試食会を実施した。 
いずれの試食会でも、試食前に調査員が各農産物の機能性についての説明を行い、試食後にアンケートを

実施し、その評価を伺った。 
 

図表 3-8 消費者向け試食会の開催 

分類 開催日時及び場所 試食メニュー 
参加者数 

（アンケート回答者数） 

現地 

試食会 

2017年 3月 3日（金）11:00～13:00 

ゆめマート美作 

（岡山県美作市楢原下 1268‐1） 

・もち麦おかゆ 

・大麦汁 

・キラリモチうどん 

32名 

首都圏 

試食会 

2017年 3月 8日（水）11:30～15:00 

ザファームキッチン新宿富久店 

（東京都新宿区富久町 17‐2富久クロス 1F） 

・玉ねぎ茶（さらさらレッド） 

・じゃばらエール（じゃばら） 

・大麦汁（キラリモチ） 

・黄金ケチャップ（クックゴールド） 

32名 

 
図表 3-9 消費者向け試食会の様子 
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3.1.5. 今後の検討課題 

今後は、本実証的調査で開発したメニューの上市と機能性表示食品への届出に向けた具体的な活動を進
めて行く必要があり、平成 29年度以降の取組として、以下のようなものが考えられる。 

 
① 機能性表示食品制度の届出者の明確化 

岡山県美作市では、キラリモチの生産農家が数軒あつまり、地域特産品化をめざしているが、任意団体の状
況にある。今後、機能性表示食品制度の届出に当たっては、どの組織が実施するのかを明確にする必要がある。 

 
② 届出商品形態の明確化 

機能性表示食品制度の届出に当たっては、今回開発した加工食品（もち麦おかゆ、大麦汁、キラリモチうど
ん）とともに、精麦した大麦そのものも対象となり得る。おそらく第一段階は生産農家が中心となる届出者にな
ると思われるが、同者が実際の事業として何を安定供給できるのかを明確にする必要がある。 

 
③ 国産品であることの価値訴求 

前述のとおり、既に外国産の大麦を用いた商品の届出が複数存在する中で、国産品であることの価値をどの
ように消費者にアピールしていくのかを見定めていく必要がある。 

 
④ 農産物由来の機能性関与成分含量の揺らぎへの対応 

機能性関与成分に対する成分分析の結果をみると、同じキラリモチでも産地や作付年によるβ‐グルカンの含
量に違いが見られる。今後、岡山県美作市及び奈義町を中心に生産者が拡大していく場合、同一作付年で
あっても、生産者や圃場の違いによるβ‐グルカンの含量に違いが生じると思われる。このような農産物由来の機
能性関与成分含量の揺らぎに対し、届出商品形態の検討とともに、対策を講じる必要がある。 
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3.2. じゃばら（和歌山県有田郡広川町） 

3.2.1. 品種の特性 

（1） 農産物の特性 
じゃばらは、ミカン属香酸柑橘に分類される柑橘類で自然交雑種である。和歌山県北山村が原産地とされ

ていて、比較的栄養分の少ない土地でも生育するという特徴がある。また、香酸の名が示す通り、通常の柑橘
よりも酸味や苦味が強い。北山村で販売しているじゃばらは果皮が青いものがほとんどだが、有田郡広川町では
みかん栽培の技術を生かして果皮の黄色い完熟じゃばらを生産し販売している。 
機能性関与成分として、フラボノイドの一種であるナリルチンが多く含まれる特性がある。 
 

図表 3-10 じゃばら（和歌山県有田郡広川町長谷農園による栽培） 

 
出所）長谷農園 

 
（2） 機能性関与成分の特性 
和歌山県北山村が、和歌山県工業技術センターに調査研究を依頼した結果によると、じゃばらには花粉症

（アレルギー）の原因となる脱顆粒現象を抑制する機能があり、香酸柑橘果実の中で特異的に多く含まれる
フラボノイドのナリルチンがその一つである可能性が高いことが示唆されている。また、岐阜大学 2008 年の研究
論文ではナリルチンとは特定されていないものの、じゃばら果汁の摂取により花粉症改善効果があることも示され
ている。また、大阪薬科大学 馬場きみ江教授によると、じゃばらの果皮に多く含有されているナリルチンはⅠ型
アレルギー（花粉症（スギ・ヒノキ・イネ・ブタクサ・ハウスダスト・ダニ等）やアトピー・アレルギー性気管支喘息）
に対して、非常に強い抑制効果が認められているとも言われている。 
またじゃばらには、この他にナツダイダインが多く含まれ、独立行政法人果樹研究所の研究結果によると柑橘

由来のフラボノイドの中で最も強い発ガン抑制効果、ガン細胞の増殖抑制効果をもつことが明らかにされている
ことなどから、さらなる健康の維持・増進効果も期待される。 
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3.2.2. 流通段階での機能性成分含量の確認 

（1） 実施概要 
じゃばらが収穫されてから消費者に届くまでの機能性関与成分量の変化を確認するため、機能性成分の調

査を行った。具体的には、5 ロットを対象にして、①北山村産のような青刈り果実・果皮、②同じ木の木なりで
完熟させた果実・果皮、③同じ木の果実で加熱した果実・果皮、保管後の状態確認も兼ねて刈り取り後貯蔵
し追熟させた果実・果皮（④青刈り後追熟、⑤完熟後追熟）の比較を行った。 
なお、サンプリングはランダムに選んだ 5本の木から、2㎏ずつ計 10kg を収穫し、検査機関に送付する 5点

法で実施し、機能性関与成分の分析は、検査機関である株式会社マシス（シンワフーズケミカル株式会社か
らの分析受託）に外注して実施した。 

図表 3-11 機能性関与成分分析フロー 

 
（2） 分析結果 
広川町におけるじゃばら（未加熱）のナリルチン含有量は外果皮で 1.41g~1.04g/100g、果汁で

0.49g~0.37g/100g であり、外果皮にナリルチンが多く含まれることが明らかとなった。加熱すると特に外果皮
において含有量が大きく減るものの、一定程度の成分は維持できている模様である。 
未完熟の状態で青いまま出荷されるじゃばらの方が、ナリルチン含有量が多く、追熟（保存）をすると完熟じ

ゃばらのナリルチン量は増えるものの、未完熟じゃばらのナリルチン量は減る傾向にある模様で、完熟でも未完熟
でも保管後の含有量に大きな違いはない。 
ナリルチン含有量を考えると、未完熟の状態で収穫後加工（加熱）せず摂取することが望まれるが、完熟

後の方が相対的には酸味が抑えられ食しやすくなる傾向にある。 
図表 3-12 機能性関与成分（ナリルチン）の含有量  

検体
No. 

検体の内容 
果汁 

（ｇ/100g） 
外果皮 

（ｇ/100g） 
検体１ 11月※1に収穫した未完熟じゃばら（広川町産） 0.49 1.41 
検体２ 11月に収穫した未完熟じゃばらを 2月 20日まで保存したもの 0.46 1.39 
検体３ 1月に収穫した完熟じゃばら 0.46 1.04 
検体４ 1月に収穫した完熟じゃばらを 2月 20日まで保存したもの 0.37 1.35 
検体５ 1月に収穫した完熟じゃばらを 100℃で加熱※3したもの 0.35 0.65 
参考１ 11月に収穫した未完熟じゃばら（北山村産） 0.45 1.15 
参考２ 12月※2に収穫した未完熟じゃばら（広川町産） 0.50 1.25 

※1 11月は北山村のじゃばら収穫期 ※2 12月は広川町のじゃばら収穫期 

※3 沸騰水で 1時間加熱処理メニューや加工食品の開発 

長谷農園 青刈り果実 長谷農園 木なり完熟
長谷農園 青刈り貯蔵

追熟

和歌山県有田郡広川町 和歌山県有田郡広川町 和歌山県有田郡広川町

★検体１「11月に収穫した青いじゃばら」
5点法でサンプリングを行う。
ランダムに選んだ5本の木から、2㎏ずつ計10kgの
じゃばらを収穫し、検査機関に送付。
果汁で1検体、皮で1検体を検査する。

★検体２「11月に収穫した青いじゃばらを
2月20日まで保存したもの」
2月20日は北海道を除く全国でスギによる
花粉症がピークを迎える時期であり、この
時期まで生鮮果実を保管でき、また成分
変化を検査する。
検体1と一緒に同様の5点法で収穫し、
長谷農園の冷蔵庫等で保管したものを
検査機関に送付。
果汁で1検体、皮で1検体を検査する。

★検体３「11月に収穫したのと同じ木で、
1月に収穫した黄色いじゃばら」
11月に収穫した木に目印をつけておき、
樹上完熟したものを1月に収穫する。
検体1と同様の収穫量を検査機関に送付。
果汁で1検体、皮で1検体を検査する。

★検体４「11月に収穫したのと同じ木で、
1月に収穫した黄色いじゃばらを、2月20日まで
保存したもの」
検体3と一緒に同様の5点法で収穫し、長谷農園の
冷蔵庫等で保管したものを検査機関に送付。
果汁で1検体、皮で1検体を検査する。

★検体5「11月に収穫したのと同じ木で、
1月に収穫した黄色いじゃばらの
加熱した果汁と皮」
検体3と一緒に同様の5点法で収穫し、
加熱した果汁で1検体、加熱した皮で
1検体を検査する。
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3.2.3. メニューや加工食品の開発 

（1） 3品目の選定 
メニューや加工食品の開発では、キラリモチと同様に段階に分けて進め、大手流通バイヤーの評価を得て、最

終的に 3品目を選定した。 
図表 3-13 選定された 3品目 

メニュー名 結果 バイヤーによる選定理由 
じゃばポン 

○ 
ポン酢は加工品として安定需要がある。柑橘の特徴がしっかり出てお
り、差別性がある。（初回購入用に 500 円未満の小さいサイズも準
備すべき。） 

じゃばらエール 
○ 

完成度が非常に高いメニューで味的にはこのままでもある程度は売れそう。お
土産にもできるので 180‐190ml 程度の小ビンで 248 円程度でも売れるだ
ろう。 

じゃばらのグラノーラ 
× 

ゆずより個性があってよい。足すだけの商品でも、容量を調整して、
500 円以内だったら売れるのではないかと思うが、あえていえばじゃばら
は主役ではなく、あくまでもトッピング程度なので、残す対象からは外れるか。 

じゃばらグラニータ 
○ 

ユズには無い苦みがあって良い。レストラン向きの商品のため、ホテル向
けに売り込めば良いのではないか。 

じゃばら＆べにふうき緑茶 

× 

これも良い。 
べにふうきというある程度、花粉症に対して認知が高い商品との組合
せのため、じゃばらが副次的な存在になるので、残す対象からは外れる
か。 

 
（2） 機能性関与成分含量 
目標摂取量は成人で 1日果汁 10mg と言われる中、ポン酢・グラニータであれば 25g程度の摂取、エール

であれば 50g 程度の摂取で済むことになり、いずれも機能性関与成分を取るのに有効なメニューといえる。特に、
エールはどの程度薄めるかで含有量は変わってくるものの、1日 100ｇ以上の摂取も容易であり、かつ、バイヤー
からの評価も非常に高いため、今後機能性を謳った製品としての上市が期待される。 

 
図表 3-14 選定された 3品目に含まれるナリルチン含有量 

メニュー名 分析結果（mg/100g） 
じゃばポン 45.1 
じゃばらエール 25.3 
じゃばらグラニータ 44.4 
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3.2.4. 開発製品の販売価格の試算と消費者向け試食会の開催 

バイヤー試食会で選ばれた 3 品について現地での試食会を開催したのち、他の実証的調査を進めている 3
品目とともに合計 4農産物、4 メニューでの首都圏での試食会を実施した。 
いずれの試食会でも、試食前に調査員が各農産物の機能性についての説明を行い、試食後にアンケートを

実施し、その評価を伺った。 
 

図表 3-15 消費者向け試食会の開催 

分類 開催日時及び場所 試食メニュー 
参加者数 

（アンケート回答者数） 

現地 

試食会 

2017年 2月 28日（火）9:00～13：00 

JA ありだ ファーマーズマーケット「ありだっこ」 

（和歌山県有田郡有田川町大字土生 33−1） 

・じゃばポン 

・じゃばらエール 

・じゃばらグラニータ 

35名 

首都圏 

試食会 

2017年 3月 8日（水）11:30～15:00 

ザファームキッチン新宿富久店 

（東京都新宿区富久町 17‐2富久クロス 1F） 

・玉ねぎ茶（さらさらレッド） 

・じゃばらエール（じゃばら） 

・大麦汁（キラリモチ） 

・黄金ケチャップ（クックゴールド） 

32名 
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3.2.5. 今後の検討課題 

今後は、本実証的調査で開発したメニューの上市と機能性表示食品への届出に向けた具体的な活動を進
めて行く必要がある。平成 29年度以降の取組として、以下のようなものが考えられる。 

 
① 機能性表示食品制度の届出者の明確化 

果実の特性を消さないことが消費者からむしろ求められるじゃばらだが、酸味も比較的強いため、果物としてみ
かんのようにそのまま食べることは難しい。むしろ香り違いのゆず、レモンのような使われ方が多くなると想定される
ため、認知度を高め広く普及させるためには加工品としての販売が肝要になる。加工品の場合、届出は加工品
生産者となるのが一般的だが、広川町では組合で加工品を作っていることもあり、誰が届出をするのかを明確に
していく必要がある。 

 
② 機能性表示食品制度への届出の科学的根拠の収集・整理 

じゃばらの機能性関与成分に関する科学論文は数少ないながらも数件存在していることは、本年度調査で
確認できている。しかし、本年度調査では決定的なものを収集できておらず、次年度にはどのようなデータがある
かを網羅的に調べ、あとどのような情報が足りないのかを洗い出し、足りないデータを集めるための体制を組むこと
ができるのかを検討していく必要がある。 

 
③ 流通形態でのレシピの追求 

今年度、ある程度どのレシピでも上市可能で味が良いという評価を得たものの、実際製品化して流通のため
のパッケージングした場合、全く同じレシピでは通用しない可能性がある。流通姿態に加工しても味・成分を担
保できるのか、レシピを調整していく必要がないか、さらに追求していく必要がある。 

 
④ 北山村等、他産地との関係構築 

今年度調査開始時に、じゃばらという商標が北山村に抑えられていて使えないのではないかという話題が検討
会で挙げられた。本調査とは別の機会に弁理士に確認して、じゃばらという名称をつけて製品販売を行うことに
特に商標上の問題はないことが判明しているが、今後機能性表示食品への届出を増やしていくためにも、多産
地と連携して進めて行くことも視野に入れ活動を行う必要がある。 
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3.3. さらさらレッド（北海道栗山町） 

3.3.1. 品種の特性 

（1） 農産物の特性 
さらさらレッドは、株式会社植物育種研究所が開発し、販売している赤色たまねぎである。 
機能性関与成分では、「ケルセチン」が多く含まれる特徴を持っている。 
もともと含有アミノ酸量が高いため、さらさらレッドは多品種に比べると旨味は多いが辛い特徴があり、ゆっくり

加熱することで、辛味がまろやかになり甘味が増す傾向がある。 
さらさらレッドの赤色はアントシアニン色素由来であり、アントシアニンは加熱や紫外線により退色がしやすく、

pH が低くなると発色がよく、pH が高いと青く汚い色になるため、酢との相性はよい。さらさらレッドに多く含まれて
いるケルセチンはうす黄色をしており、加熱すると他の赤たまねぎよりも綺麗に赤色が発色する。 

 
図表 3-16 さらさらレッド 

 
出所）株式会社植物育種研究所 

 
（2） 機能性関与成分の特性 
ケルセチンは、別名「ビタミンＰ」とも呼ばれるポリフェノールの一種で、主な効果として、①生活習慣病予防

（血糖値上昇抑制、血流改善、動脈硬化予防、脂肪吸収抑制）、②美容効果（メラニン生成抑制）、
③抗アレルギー作用、④認知症改善などで効果があるという研究結果があり、主に抗酸化作用やアンチエイジ
ング作用を有している。 
ケルセチンは、たまねぎが紫外線から守るために生成する成分であり、収穫後も紫外線にさらすと更に高まる。 
また、ケルセチンは水溶性であるため、水にさらすと有効成分が解け出て行ってしまう。スープ、シチュー類であ

れば、水分に溶け込んだケルセチンを摂取可能ある。焼いたり、煮たりと加熱に対しは安定的であり、ケルセチン
の減少はほとんど見られない。ただし、揚げ物ほどの高温調理による変化は確認できていないが、油とともに摂取
することで、ケルセチンの吸収効率は高まると言われている。 
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3.3.2. 流通段階での機能性成分含量の確認 

（1） 実施概要 
さらさらレッドに含有される機能性関与成分のケルセチンは、栽培場所の条件（土壌等）による変化は考え

られるが、栽培方法（農薬・肥料・栽培方法）や保管条件によっても変わらないと考えられる。 
また、紫外線から守るための成分であるため、部位によっては大きく変化し、外側が多いと言われている。 
さらに、たまねぎは保存がきく農作物のため、収穫後に保存して出荷されることが多い。 
そこで、今回は土壌・肥料による差、部位による差、保存期間による差を分析するため、図表 3‐17のフロー

で分析を行った。 
上記段階において、産地段階と小売店段階で検体をサンプリングし、機能性関与成分の分析は、検査機

関（日本食品分析センター）に外注して実施した。 
図表 3-17 機能性関与成分分析フロー 

 

（2） 分析結果 
ケルセチンの中でも、一般的に効果の研究がされている「ケルセチン配糖体」の含有量を分析したが、過去の

事例によると皮部にはケルセチン配糖体の含有量が少ないとされていたため、ケルセチンそのものの検査も実施し
た。 
有機肥料質と化学肥料質の違いについて差は無かったが、土地による土質の違いについては、わずかではあ

るが差があり、生育土壌の違いによってケルセチン含有量変化の可能性が示唆された。 
また、同じ畑から収穫したものを 1 ヶ月半程度保管した後に、検査をするとケルセチン配糖体が約

60mg/100gから約 70mg/100gに増えており、わずかながら増えている。これは、紫外線への生体防御によ
り、ケルセチンを蓄えていくたまねぎ本来の特性が影響しているとも考えられる。 
部位による差については、皮部の方が果肉部と比べ 10 倍以上のケルセチン配糖体が含まれていた。ただし、

水溶性であるケルセチン配糖体以外に、水溶性でないケルセチンも多数含有しており、玉ねぎ茶等での抽出方
法について検討の余地はある。 

 
  

北海道夕張郡栗山町字旭台1−79
TEL： 0123-76-9191

圃場A
無作為に1kg×3（計3kg）をサンプリングし、宅配便送付

東京都多摩市永山6丁目11番10号
042-372-6711

3kg

3kg

植物育種研究所
日本食品分析

センター

【対照試験区】

【比較実験区】

圃場B

圃場C

3kg

3kg

集荷された平均
的なサンプル
（A）

特異な土質条
件の２圃場

無作為に1kg×3（計3kg）をサンプリングし、宅配便送付

無作為に1kg×3（計3kg）をサンプリングし、宅配便送付

1月実査 3月実査

一定期間、通常倉庫にて保管後、無作為に1kgをサンプリングし、宅配便送付 中外皮、可食部
の部位別に検査

中外皮

可食部
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図表 3-18 機能性関与成分（ケルセチン）の分析結果（土壌・肥料別） 

 

 
図表 3-19 機能性関与成分（ケルセチン）の分析結果（貯蔵後の部位別） 

ケルセチン及びケルセチン配糖体含有量（mg／100g） 

 
  

ケルセチン（配糖体）含有量（mg／100g）

※任意の5個を抽出し、分析試験

試験区 検査項目
検体1 検体2 検体3

平均 標準偏差
1月23日 1月26日 1月26日

沖積土・
化成肥料

ケルセチン-3,4'-ジグルコシド 35 39 43 39.0 3.27

ケルセチン-4'-グルコシド 16 21 23 20.0 2.94

ケルセチン配糖体合計 51 60 66 59.0

沖積土・
有機肥料

ケルセチン-3,4'-ジグルコシド 43 39 34 38.7 3.68

ケルセチン-4'-グルコシド 25 24 21 23.3 1.70

ケルセチン配糖体合計 68 63 55 62.0

粘土・
化成肥料

ケルセチン-3,4'-ジグルコシド 34 31 29 31.3 2.05

ケルセチン-4'-グルコシド 19 14 13 15.3 2.62

ケルセチン配糖体合計 53 45 42 46.7

試験区 検査項目
検体1

3月14日

貯蔵
（皮部）

ケルセチン 1,700

ケルセチン-3,4'-ジグルコシド 170

ケルセチン-4'-グルコシド 800

ケルセチン配糖体合計 970

貯蔵
（果肉部）

ケルセチン-3,4'-ジグルコシド 47

ケルセチン-4'-グルコシド 24

ケルセチン配糖体合計 71
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3.3.3. メニューや加工食品の開発 

（1） 3品目の選定 
メニューや加工食品の開発では、キラリモチと同様に段階に分けて進め、大手流通バイヤーの評価を得て、最

終的に 3品目を選定した。 
図表 3-20 選定された 3品目 

メニュー名 結果 バイヤーによる選定理由 

たまねぎジャム × 
色は綺麗で、独自性はあるが、購入にはなかなか結び付かない。特にジャムカテゴリ
ーは激戦区であり、変わったお土産としてはある一定以上の需要は見込まれるが、ナ
ショナルブランドとして、且つ、継続購入を目指す商品としての展開は難しい。 

さらさらふりかけ × 特に可もなく、不可もなく。地元の特産品としては展開可能。使用量も少ない。 

さらコロ ○ 

ツナとたまねぎ、マヨネーズが王道のバランスで美味しい。ツナの変わりに北海道の名
産品の魚や肉など何でもいけそうである。まずは地元及び、北海道の玄関口、千歳
空港での販売で認知度を上げていけば、ある程度販売数量は稼げそう。冷凍での提
供で、8個入り 800円程度（1,000円を切る価格帯）。 

玉ねぎ茶 ○ 

特に臭いも気にならず、ウーロン茶のように食中茶としてガブ飲みできる味わい。温冷
両方とも美味しく、色も綺麗。煮出して使うお茶パックと、RTD（Ready To 
Drink）のパッケージ商品と両方展開可能。RTD は 350ml 入りミニペットボトルで
180円（ヘルシア緑茶相当）。 

オニオンエール ○ 
飲みやすく、美味しい。レシピの完成度も高い。健康飲料カテゴリーとして 180 円／
350ml（ヘルシア緑茶相当）のミニペットボトルで、コンビニなど間口を広くとらえる。 

 
（2） 機能性成分含量 
オニオンエールについては、定量限界 0.5mg/g以内で検出できなかった。1日の摂取量が 50mg程度で、

効果得られるとも言われており、50mg を摂取するには、さらコロは 147g（一般的に販売されているコロッケは、
1個あたり 70～80gのため、2個程度）、玉ねぎ茶は、約 1.6L で摂取することができる。 
オニオンエールの味は良いがケルセチン含有量はきわめて低いためメニューの改良等が必要になってくると思わ

れる。さらコロや玉ねぎ茶については、調理・抽出方法等に今後改良の余地があるものの、50mgの摂取であれ
ば無理の範囲ではあると思われる。 

 
図表 3-21 選定された 3品目に含まれるケルセチン含有量 

メニュー名 分析結果 

さらコロ 
ケルセチン配糖体合計は 34mg／100g であった。 
仮に、ケルセチン 50mgを摂取するにはさらコロを 147g摂取する必要がある。 
一般的に販売されているコロッケは、1個あたり 70～80g のため、2個程度。 

玉ねぎ茶 
ケルセチン配糖体合計は 3.1mg／100g であった。 
仮に、ケルセチン 50mg を摂取するには、玉ねぎ茶を 1,613g 摂取する必要
がある。 

オニオンエール 定量限界 0.5mg/g以内で検出できなかった。 
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3.3.4. 開発製品の販売価格の試算と消費者向け試食会の開催 

バイヤー試食会で選ばれた 3 品について現地での試食会を開催したのち、他の実証的調査を進めている 3
品目とともに合計 4農産物、4 メニューでの首都圏での試食会を実施した。 
いずれの試食会でも、試食前に調査員が各農産物の機能性についての説明を行い、試食後にアンケートを

実施し、その評価を伺った。 
図表 3-22 消費者向け試食会の開催 

分類 開催日時及び場所 試食メニュー 
参加者数 

（アンケート回答者数） 

現地 

試食会 

2017年 2月 15日（日）16:00～18:00 

総合福祉センターしゃるる 

（北海道栗山町朝日 4丁目 9番地 36） 

・玉ねぎ茶 

・オニオンエール 

・さらコロ 

31名 

首都圏 

試食会 

2017年 3月 8日（水）11:30～15:00 

ザファームキッチン新宿富久店 

（東京都新宿区富久町 17‐2富久クロス 1F） 

・玉ねぎ茶（さらさらレッド） 

・じゃばらエール（じゃばら） 

・大麦汁（キラリモチ） 

・黄金ケチャップ（クックゴールド） 

32名 

 

3.3.5. 今後の検討課題 

今後は、本実証的調査で開発したメニューの上市と機能性表示食品への届出に向けた具体的な活動を進
めて行く必要があり、平成 29年度以降の取組として、以下のようなものが考えられる。 

 
① 機能性表示食品制度への届出の科学的根拠の収集・整理 

前述したが、機能性表示食品制度の規定に則った効能で、現実的な量を摂取する論文を収集・整理する
ことが必要になってくると考えられる。また、生鮮農産物として申請することができるのか、申請中の同様の作物の
状況を見ながら判断することが重要になってくると考えられる。 

 
② 機能性表示食品制度の届出者の明確化 

生鮮農産物で出す場合は、開発・育種・販売を行っている株式会社植物育種研究所が出すことになると考
えられる。ただ、加工品で出す場合は、検討が必要になってくると考えられる。 

 
③ メニューについて 

バイヤー試食会において、たまねぎ風味が強い商品は一般に受け入れられないため、たまねぎ風味が穏やか
な商品がメニューとして選ばれた。その事も影響してか、今回最終的に選ばれた 3 品目のうち、2 品目について
はケルセチン含有量が豊富とは言えない結果になった。皮に含まれるケルセチン量は多いが、それらは水溶性で
ないとの指摘もあり、加工方法等に検討が必要であると考えられる。 
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④ 流通について 

一般の流通ルートに乗せる場合、一定量の供給が重要になってくるが、現在さらさらレッドは株式会社植物
育種研究所が全量買取りをしており、生産量の拡大は需要側の確約が無い限り、穏やかにしかできない。 
例えば、玉ねぎ茶やオニオンエールを流通させる場合、皮が必要になるが、既存の出荷の中でそれらのみを一

定量確保することは難しく、どのように確保するか検討が必要である。 
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3.4. クックゴールド（岐阜県高山市） 

3.4.1. 品種の特性 

（1） 農産物の特性 
クックゴールドは、タキイ種苗株式会社が種苗販売しているトマトである。 
機能性関与成分では、ピンク系トマトのリコピンより体内に吸収されやすいとされている「シスリコピン」が多く含

まれる特徴を持っている。 
卵形の果実で果肉が厚く、生食のほか、加熱調理用にも適する橙黄色の卵形トマトである。 
栽培特性では、吸肥力の山谷が少なく、肥培管理は比較的容易で作りやすい。着果も安定し、収量性が

高い。果重 120g前後で、1果房当たり 6～8果着果する。 
 

図表 3-23 クックゴールド（岐阜県高山市の有限会社山藏農園による栽培） 

 

（2） 機能性関与成分の特性 
赤いトマトの色素であるリコピンは抗酸化作用が強く、疾病に対する予防効果があることが確認されている。ま

た、美肌・美白効果に関する研究も実施されている。 
一方、クックゴールドに含まれるシスリコピン（シス型リコピン）は、リコピン（トランス型リコピン）と一部の分子

構造が異なるものであるが、リコピン以上の健康機能が期待される海外の研究成果が示されている。シスリコピ
ンは脂溶性で、油とともに摂取すると吸収が高まる。また、シスリコピンの方がリコピンよりも体内に吸収されやすい
が、赤いトマトも加熱調理によりリコピンがシスリコピンに変化することで効率的に吸収されやすくなるとされている。 

 
図表 3-24 クックゴールドに含まれるシスリコピンの特徴 

 
出所）タキイ種苗株式会社提供データより作成 
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3.4.2. 流通段階での機能性成分含量の確認 

（1） 実施概要 
クックゴールドに関して、生産されてから消費者に届くまでの機能性関与成分量の確認をするため、３ロットを

対象として、流通期間と保存温度の違いによる機能性成分等の変化を確認した。また、原体（生果）として
の利用の他、冷凍での貯蔵を検討しており、生果を冷凍加工（冷凍パターン 2 つ）したものについても、シスリ
コピン含有量の変化を計測した。 
具体的には下記の流通ルートを実際に農産物の物流用トラックを使い変化を確認した。 
産地→和郷・物流センター（千葉県香取市）→小売店（食品スーパーOTENTO・東京都大田区） 
上記段階において、産地段階と小売店段階で検体をサンプリングし、機能性関与成分の分析は、検査機

関（日本食品分析センター）に外注して実施した。 
図表 3-25 機能性関与成分分析フロー 

 
（2） 分析結果 
クックゴールドのシスリコピン含有量は、平均 1.41mg/100g（常温）であった。一方、タキイの試験結果は

1.89mg/100g であるが、試験農場で栽培環境が良く、完熟させており、この数字が出たと思われる。赤いト
マトは、収穫後に追熟させても赤みが増し、リコピン含有量も増える。 
また、山藏農園によれば、検体を出した時期が収穫期の終わりに近く、条件は良くない方であったため、これも

影響していると思われる。 
さらに、急速冷凍の検体はシスリコピンの含有量が減っている。サンプル数の関係から結論は言い切れないが、

物質が分解している可能性がある（ただし、トマトを加熱してもリコピンは減少しない）。 
 

図表 3-26 機能性関与成分（シスリコピン）の分析結果 

 

山藏農園 和郷・栗源センター
食品スーパー

OTENTO

岐阜県高山市江名子町７８１番地
TEL： 0577-32-4701

3検体（500g×3）をサンプリング
して検査機関に宅配便送付

生果
10kg確保

8.5kg
宅配便送付

千葉県香取市高萩57-23
TEL: 0478-70-5071

東京都大田区田園調布

7kg
ルート便送付

各3.5kg

店頭で7日間常温陳列後
3検体（500g×3）を
サンプリングして
検査機関に宅配便送付

店頭で
7日間常温陳列

生果

緩慢冷凍

急速冷凍

20kg

5kg

5kg

3検体（500g×3）をサンプリング
して検査機関に宅配便送付

3検体（500g×3）をサンプリング
して検査機関に宅配便送付

生果出荷時期10月末まで

試験区 検査日 検体1 検体2 検体3 平均 標準偏差
常温 11月2日 1.50 1.44 1.30 1.41 0.08

急速冷凍 11月8日 1.23 1.25 0.94 1.14 0.14
緩慢冷凍 11月8日 1.47 1.30 1.46 1.41 0.08
常温保存 11月11日 1.73 1.71 1.68 1.71 0.02

シスリコピン含有量（mg／100g）

※任意の5個を抽出し、分析試験
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3.4.3. メニューや加工食品の開発 

（1） 3品目の選定 
メニューや加工食品の開発では、キラリモチと同様に段階的分けて進め、大手流通バイヤーの評価を得て、

最終的に 3品目を選定した。 
図表 3-27 選定された 3品目 

メニュー名 結果 バイヤーによる選定理由 
丸ごとピクルス × 急速冷凍の果実を使用したが、冷凍果では食感が再現できず。 
クックゴールド豆乳スムージー 
アボガド入り ○ 

アボカドの味も効いており、女性にある程度受けそう。スムージースタンドや
ジュースバーなど業務用での提供を想定。 

クックゴールド・アーモンドミル
クスムージー アボガド入り × 

アーモンドミルクの個性が強く、クックゴールドのトマト感がやや損なわれてい
る。 

黄金ケチャップ ○ 

これまでの概念を覆す味と見た目（色）で、新しいメニューを開発したい
レストランなど、業務用の需要も高そう。高品質の商品を扱うセレクトショッ
プなどで、380g入り 480円程度で、感度の高い層を取り込む。 
※瓶ものの実勢価格は 500 円が上限で、それ以上の価格帯は量があま
り動かない。 

黄金パスタ（黄金ピューレの
使用） ○ 

山吹色のトマトソースは既成概念を打ち破るメニューが生まれそう。特に業
務用にクックゴールドのピューレを提供することができれば、需要は広がって
いくのではないか。消費者向けにもパスタソースとして完成形の高価格帯レ
トルトパウチ商品として、1 食分 120‐140g 入り、298 円程度で展開を
想定。 

 
（2） 機能性成分含量 
「黄金ケチャップ」「黄金パスタ」に含まれるシスリコピンは、既存分析手法では、検出が不可能であることが判

明した。かりにこれらを機能性表示食品として届け出る場合は、分析手法自体の検討も必要となることが分かっ
た。 
また、シスリコピンについては、国内外での研究が不十分であり、機能性関与成分の一日必要量については

明確となっていないため、結果についての考察が困難である。 
 

図表 3-28 選定された 3品目に含まれるシスリコピン含有量（mg／100g） 
メニュー名 分析結果 

クックゴールド豆乳スムージー アボガド入り 0.17 
黄金ケチャップ ※ 
黄金パスタ（黄金ピューレの使用） ※ 
※シスリコピンの同定不可により分析結果得られず 
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3.4.4. 開発製品の販売価格の試算と消費者向け試食会の開催 

バイヤー試食会で選ばれた 3 品目（図表 3‐27）について現地での試食会を開催したのち、他の実証的
調査を進めている 3品目とともに合計 4農産物、4 メニューでの首都圏での試食会を実施した。 
いずれの試食会でも、試食前に調査員が各農産物の機能性についての説明を行い、試食後にアンケートを

実施し、その評価を伺った。 
 

図表 3-29 消費者向け試食会の開催 

分類 開催日時及び場所 試食メニュー 
参加者数 

（アンケート回答者数） 

現地 

試食会 

2017年 3月 5日（日）10:00～13:00 

飛騨高山美術館カフェ 

（岐阜県高山市上岡本町 1丁目 124‐1） 

・クックゴールド豆乳スムージー ア

ボガド入り 

・黄金ケチャップ 

・黄金パスタ 

38名 

首都圏 

試食会 

2017年 3月 8日（水）11:30～15:00 

ザファームキッチン新宿富久店 

（東京都新宿区富久町 17‐2富久クロス 1F） 

・玉ねぎ茶（さらさらレッド） 

・じゃばらエール（じゃばら） 

・大麦汁（キラリモチ） 

・黄金ケチャップ（クックゴールド） 

32名 

 
図表 3-30 消費者向け試食会の様子 

 

 
  



 

44 
 

3.4.5. 今後の検討課題 

今後は、本実証的調査で開発したメニューの上市と機能性表示食品への届出に向けた具体的な活動を進
めて行く必要があり、平成 29年度以降の取組として、以下のようなものが考えられる。 

 
① 機能性表示食品制度への届出の科学的根拠の収集・整理及び妥当性評価 

シスリコピンの機能性関与成分に関する日本及び海外の科学論文はきわめて少ない。一方、リコピンは既に
機能性表示食品制度への届出がなされているように科学的根拠は充分と思われる。シスリコピンとリコピンが、
特定の保健の目的が期待できる（健康の維持及び増進に役立つ）という食品の機能性において同等であるこ
とを証明すれば、消費者庁が科学的根拠として充分と評価しえるのかを見極める必要がある。 

 

② 届出商品形態の明確化 

機能性表示食品制度の届出に当たっては、「生果」「きわめて材料に近い形の加工（トマトピューレ等）」
「今回開発した加工食品（クックゴールド豆乳スムージー アボガド入り、黄金ケチャップ、黄金パスタ）」が考え
られる。既に六次化を実現している生産農家が届出者になると思われるが、同者が実際の事業として何を安定
供給できるかという観点から商品形態を明確にする必要がある。 

 
③ 農産物由来の機能性関与成分含量の揺らぎへの対応 

三ヶ日みかんは、糖度と β‐クリプトキサンチンとの間に相関関係があり、従前から全量を糖度センサーで計測
していることから、生果においても β‐クリプトキサンチンの含量に対して科学的根拠を持つことが可能であった。一
方、トマトの場合、そもそも出荷時に全量を糖度センサー等で品質計測をしている訳では無いため、特に「生果」
で機能性表示食品制度の届出をしようとする場合の対応方法を発見若しくは開発しなければならない。 

 
④ 周年安定供給体制の確保 

機能性表示食品制度の届出と直接に関係はしないが、流通側からした場合、周年安定供給が理想的と考
えられる。一方、クックゴールドの生産農家は、高山市と豊橋市と非常に限られているため、流通側の要望に応
じた周年安定供給体制の確保は大きな課題といえる。 
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4. 機能性農産物の消費者ニーズ等調査 

4.1. 調査の概要 

4.1.1. 調査の目的 

本事業においては、バリューチェーン構築調査であり、消費者のニーズを把握することが重要になってくる。 
そこで、本調査では、実証的調査対象作物に関して、ターゲットとなる消費者や求められる要件の把握をす

る。また、個別作物以外にも、機能性食品表示等の保健機能食品の認知度や購入経験、購入意向などの
調査をすることで、消費者が機能性農産物等の全体的な市場ニーズを把握する事も目的とする。 

 
4.1.2. 調査の方法 

調査は、インターネットを活用したアンケート調査を実施した。 
また、機能性農産物に求められるニーズを正確に把握するため、事前調査で「健康づくりのため食生活に気を

つかっている」人をスクリーニングし、本調査を実施した。 
 

（1） 事前調査 
事前調査は、2017年 2月 15日～2月 16日に、20,000人を対象に、全国の人口構成比率にあわせ

て、地域毎に、年齢別・男女別にサンプルを回収した。 
また、年齢は 20～69 歳を対象とし、調査に正確性を期すため調査業・広告代理業に従事している人は対

象から除外した。 
 
（2） 本調査 
本調査は、2017 年 2 月 17 日～2 月 18 日に、事前調査で図表 4‐1 の様に、健康上の悩みを有して

おり、かつ悩みを解決するために食生活に気をつかっている 2,079 人を対象にインターネットでアンケート調査を
実施した。 
また、人口動態に合わせた分析ができるように、地域別・性別・年代別の出現率（それぞれの割付対象区

分での回収数におけるスクリーニング条件対象者の出現割合）と人口構成を考慮し、回収を行った。 
 

図表 4-1 スクリーニング条件（Q1 と Q2共に満たす） 
設問番号 設問 対象の選択肢 

事前調査 Q1 ・あなたは、1 年以内に以下の様な悩みを

持ったことはありますか。（いくつでも） 

・健康上の悩み（体重、体型、体調、肌の調子が悪い

など） 

事前調査 Q2 ・あなたが悩みを解決するために 1 年以内

に行ったことがあることをお知らせください。

（いくつでも） 

※以下のいずれかの選択肢を選択している人 

・定期的にサプリメントを飲む 

・健康や体型改善に良いといわれるもの（ドリンクやお

茶、食品等）を摂取する 

・食生活の改善 
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4.2. 調査結果の取りまとめ 

4.2.1. 機能性表示食品の認知度・購入意欲 

アンケート調査結果より、機能性表示食品の認知度・購入意欲について以下のようなことが示唆として得ら
れた。 

 
3割以上の消費者が機能性表示食品を認知している。 
機能性表示食品の認知度や購入経験は、三つの保健機能食品の中では最も低いが、事前調査の全回答

者（20,000人）の 34%が機能性表示食品のことを概ね知っている。さらに、「健康上の悩みを有し、悩みを
解決するために食生活に気をつかっている回答者（以下「健康面から食生活に気をつかう回答者」という。）」
（4,496 人）では 53%が機能性表示食品のことを概ね知っており、消費者の認知度として、決して低くない
水準に達していると考えられる。 

 
機能性表示食品は購入意欲への影響は持つものの、その効果は限定的と考えられる。 
機能性表示食品に対して購入意欲が増すと回答した人（大変購入意欲が増す＋少し購入意欲が増す）

は、保健機能食品の中では最も低いが、事前調査の全回答者で 23％、健康面から食生活に気をつかう回答
者で 44％おり、購入意欲の向上効果が期待できる。 
しかし、「大変購入意欲が増す」と回答した人が実際の購入行動を行う人と解釈すると、事前調査の全回答

者で 3％、健康面から食生活に気をつかう回答者でも 9％であり、機能性表示食品が購入行動に与える効果
は限定的とも考えられる。 

 
機能性表示食品の認知度や購入意欲はともに、女性の方が高い。年齢別にみると認知度は 35～39才が最
も高く、購入意欲は 25～29歳が最も高い。 
機能性表示食品の認知度や購入意欲を性別に比較すると、男性よりは女性の方が高いことがわかる。また、

年齢別にみると認知度は 35～39才が最も高く、購入意欲は 25～29歳が最も高い。 
 

4.2.2. 健康面から食生活に気をつかう回答者の機能性農産物へのニーズ 

健康面から食生活に気をつかう回答者（4,496人）より抽出した本調査の回答者 2,079人の結果より、
以下のようなことが考えられる。 

 
機能性農産物の第一ターゲットは女性。 
本調査の回答者は、女性が 63%を占めており、機能性農産物の消費者数で考えると、男性よりも女性の

方が多いことがわかる。 
 

健康上の悩みを持つ人に対して、機能性関与成分の効果に関する適切な情報提供の実施。 
いずれの健康上の悩みに関する対策でも、2 割程度以上の人が「健康に良いと言われる食品の摂取」をして

いる。機能性表示食品の購入につなげるためには、健康上の悩みを持つ人に対して、その悩みに対する機能性
関与成分の効果に関する適切な情報提供が必要と思われる。 
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図表 4-2 健康上の悩み（性別による違い） 

 

 
機能性農産物の購入意向は、価格が大きく影響する可能性がある。 
実証的調査対象とした 4 つの機能性農産物に対して、購入意向を持たない回答者の理由は、半数以上が

「普通の農作物と比べて高そう」であった。機能性農産物の消費者を広く拡大することを考えると、価格設定が
非常に重要な点と思われる。 

 
実証的調査対象とした 4 つの機能性農産物に対する意向は以下のとおりである。 
（1） さらさらレッド 
ケルセチンの名前を知っている人は 32%いるものの、効果を知っている人は 4％に限られ、効果に対する認

知度を上げていくことが課題だと考えられる。 
一方、ケルセチン豊富なたまねぎの購入経験者（生鮮農産物・加工食品）は、2割弱であるが、その

65%の人が、血液さらさらやコレステロール値対策等の血液関連の効果を目的に購入していると回答している。
これは、他の作物と比較しても高い割合であり、「血液関連の効果」に関する認知度が高いといえる。 
また、さらさらレッドを購入したくない理由で、他の作物と比べて特徴的な点としては、「美味しくなさそう」と答え

た人が 19%と、クックゴールド（21%）、じゃばら（26%）、キラリモチ（30%）と比較し、少ない傾向にあ
る。これは、説明資料に「一般のたまねぎと比較すると『甘味』と『旨味』、『辛味』が強く、加熱することで通常の
たまねぎ以上の『甘味』と『旨味』が出る」と「甘味」や「旨味」の説明をしたことが影響しているとも考えられる。 

 

48.9%

31.0%

37.1%

17.9%

26.6%

14.7%

20.7%

30.9%

15.6%

11.2%

8.0%
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35.5%

21.7%

33.1%

12.4%

35.0%

31.2%

24.2%

20.5%

18.4%

5.1%
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内臓脂肪
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肌のトラブル

高コレステロール
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その他
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（2） クックゴールド 
リコピンの認知度は高いが、シスリコピンの認知度は高くなく、シスリコピンの認知度を上げていくことが課題だと

考えられる。 
機能性関与成分としてリコピンの認知度は高く、約半数の人がリコピン豊富なトマト（生鮮農産物・加工食

品）を購入したことがあると回答しているが、明確な効果が分かって購入した人が多いとは言えず、認知度は高
くても正確に効果を理解して購入している人は限られるとも考えられる。 
アンチエイジングの悩みを持っている人は、女性 35%、男性 15%であり、肌のトラブルの悩みを持っている人

は女性 31%、男性 21%である。また、それらの悩みへの対策として「サプリメントの摂取」を上げる人がアンチエ
イジングでは 39%、肌のトラブルでは 32%と最も多いが、続いて「健康に良いと言われる食品の摂取」を上げる
人がアンチエイジングでは 33%、肌のトラブルでは 29%と多く、アンチエイジングや肌のトラブルの悩みを持つ人
の機能性農産物へのニーズは高いと考えられる。 

 
（3） キラリモチ 
β‐グルカンの認知度は、4 つの機能性農産物の中では最も高くなったが、これら昨今のテレビや雑誌等で取り

上げられるもち麦ブームの影響と推察される。 
効果面についてみると、便秘に悩みを持つ人は、「健康に良いと言われる食品の摂取」を便秘対策として行っ

ている人が 43%と高くなっている。また、便秘対策の悩みとして「継続しづらい」と感じている人が 23%いることか
らすると、日本人の主食であるご飯の一部として摂取できることは、キラリモチの優位性になると考えられる。 
一方で、健康上の悩みとして、キラリモチの期待される効果の一つである体重の悩みを持つ人が半数以上と

最も多いにもかかわらず、購入意向は 62％と、さらさらレッドやクックゴールドよりも購入意向は低い。購入したく
ない理由で、他の作物と比べて特徴的な点としては、「美味しくなさそう」と答えた人が 30%と最も多く、購入意
向がさらさらレッドやクックゴールドと比べて低い要因の一つとして「味」が考えられる。 

 
（4） じゃばら 
機能性関与成分であるナリルチンの認知度は、1 割程度と最も低く、6%の人が購入経験はあると回答して

いるが、効果を理解して購入している人は 4人に 1人程度であり、効果の認知も進んでいないと考えられる。 
一方、ナリルチンの人間に与える効果を概ね知っている人で購入意向がある人は 92%と、他の作物と比較し

ても高く、じゃばらやナリルチンの認知度が高まることで購入したいと思う人が増えていくとも考えられる。 
花粉症やアレルギーの悩みを持っている人は、女性 36%、男性 31%であり、それらの悩みに対する対策とし

て「処方箋薬の服用」を上げる人が花粉症では 34%、アレルギーでは 39%と最も多く、「健康に良いと言われ
る食品の摂取」を上げる人は花粉症では 22%、アレルギーでは 21%と他の悩みに対する対策と同程度の割
合である。 
これら対策に関する問題点として「費用負担が重い」と感じている人が花粉症では 36%、アレルギーでは

38%と最も多く、続いて「効果が感じられない」と感じている人が花粉症では 28%、アレルギーでは 30%、「効
果がでるのに時間がかかる」と感じている人が花粉症では 23%、アレルギーでは 27%である。じゃばらは、毎日
少量摂取することで、すぐに効果を感じやすいという消費者の意見もあり、これら既存の対策の弱点を補強する
ことも期待できる。 
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5. バリューチェーン形成に関する課題の整理 

バリューチェーンを形成する際に隘路となっている課題を整理し、その対策や留意事項をとりまとめた。 
 

5.1. 課題整理のフレームワーク 

これまでの検討を踏まえて今後の課題を整理するにあたり、図表 5‐1 に示すフレームワークを用いて課題整
理を行った。また、5.2 において、各課題に対する説明及びその対策や留意事項をとりまとめた。 
本フレームワークでは、マーケティング戦略の検討・実行プロセスの１つである 4P（製品（Product）、価格

（Price）、流通（Placement）、プロモーション（Promotion））を用いて、バリューチェーン形成に関係
する関係者（種苗研究機関・メーカー、農業生産者、流通・小売事業者）の立場からみた課題を抽出・整
理するものである。 

 
図表 5-1 課題整理のフレームワーク 

 製品 価格 流通 プロモーション 

種苗研究機関・

メーカー 

(1)品種改良の継続と

生産者へのアドバイ

スの実施 

－ － 
(2)科学的根拠に関す

る情報提供の充実 

農業生産者 

(3)ターゲット層とその食

スタイルの見定め 

(4)一次加工品の活用 

(5)消費者価値に見合

った商品価格の設定 
(6)農産物の安定供給 

(7)流通・小売事業

者・消費者向け情

報提供の充実 

流通・小売事業

者 

(3) ターゲット層とその

食スタイルの見定め 

(4)一次加工品の活用 

－ 

(8)流通方法及び食品

加工による機能性

関与成分変化への

対応 

(7)消費者向け情報提

供の充実 
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5.2. 個別課題の内容と対策・留意事項 

これまでの検討に基づき、図表 5‐1に示した個別課題の内容と、これらへの対策・留意事項について整理す
る。 

 
（1） 品種改良の継続と生産者へのアドバイスの実施 

課 題 

 先進・優良事例調査や実証的調査対象とした農産物の多くは、機能性関
与成分を豊富に含むための品種改良がなされているが、今後も、農産物収
量や機能性関与成分含量の増加、栽培技術の改良等が期待される。 

 また、実証的調査の対象とした農産物に対する機能性関与成分分析で
は、産地（生産者）や収穫年の違いによる機能性関与成分含量にバラツ
キがあることが分かったが、これらバラツキを減少させる品種改良とともに、生
産者への情報提供やアドバイスが必要と思われる。 

対策・留意事項 

種苗研究機関やメーカーは、できる限り、農業生産者に対して、以下のような情
報提供やアドバイスをより一層充実させることが有効と思われる。 

ポイント 1 
産地（気候や土壌等）や栽培方法の違いと機能性関与成分含
量との相関関係に関する知見が得られている場合は、生産者に対
して情報提供やアドバイスを実施する。 

ポイント 2 

近い将来、品種改良により機能性関与成分含量が増加した新
品種の登場が考えられるが、品種名を商品ブランド名に直接使用
した場合、新品種への切り替えが困難になることが予想される。そ
のため、農業生産者や流通・小売事業者は、商品名検討の際、
種苗研究機関やメーカーに相談することが有効と思われる。 

 
（2） 科学的根拠に関する情報提供の充実 

課 題 

 機能性表示食品への届出には、農業生産者や流通・小売事業者等は、
機能性の科学的根拠を示す必要がある。具体的には、「最終製品を用い
た臨床試験に係る提出資料」か「最終製品又は機能性関与成分に関す
る研究レビューに係る提出資料」が求められる。 

 多くの農業生産者や流通・小売事業者等にとっては、これら科学的根拠を
用意するために必要となる、①科学的根拠そのものに対する知見、②科学
的根拠の収集方法、③消費者庁への届出書類の作成ノウハウ 等におい
て馴れていないことが多いと想定される。 

対策・留意事項 

種苗研究機関やメーカーは、できる限り、農業生産者や流通・小売事業者等が
必要とする科学的根拠に関する以下のような情報提供を充実することが有効と
思われる。 

ポイント 1 
農研機構が「機能性を持つ農林水産物・食品開発プロジェクト」
の研究成果を基に農産物 9 品目の研究レビュー（届出様式作



 

51 
 

成例）を公開しているが、これら以外の機能性農産物についても
同様の情報提供が有効と思われる。 

ポイント 2 
対象作物に関する農業研究者や、同作物を利用した食品に関す
る食品科学研究者の氏名及び連絡先等に関する情報提供が有
効と思われる。 

 
（3） ターゲット層とその食スタイルの見定め 

課 題 

 消費者にとって、機能性農産物が日々の食事や嗜好品の一部として自然
に摂取し、特定の保健の目的が期待できる（健康の維持及び増進に役
立つ）ことがあるべき姿である。 

 そのため、「特定の保健の目的」を求める消費者の「ターゲット層」と、同ター
ゲット層が自然な「食スタイル」の一環として機能性農産物を取り込めること
が望ましい。 

対策・留意事項 

農業生産者や流通・小売事業者等は、自身の製品（生鮮農産物及び農産
物加工品）のコンセプト設計や実際のもの作りにおいて、以下のような点に留意
することが有効と思われる。 

ポイント 1 

国や民間企業等が実施・公開している消費者アンケート結果や、
消費者ニーズに明るい取引先へのヒアリング等を通じて、自身の作
物が持つ機能性関与成分により期待できる特定の保健の目的を
求める消費者の「ターゲット層」を明らかにする。 

ポイント 2 

同様の手法等によって、同ターゲット層の食スタイルを見定め、①
自然に摂取しやすい商品形態、②特定の保健の目的のために取
っている他の飲食メニューとの組合せ方法、③普段良く利用する飲
食・小売店での販売方法（例: スーパーマーケットでの一次加工
品や中食の販売、コンビニエンスストアでのお弁当の販売等）を明
らかにする。 
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（4） 一次加工品の活用 

課 題 

 例えば、難消化性デキストリンを添加するだけで、脂肪の吸収を抑える飲料
が機能性表示食品となることに比べると、生鮮農産物は生産地や栽培
年、個体差等による機能性関与成分含量のバラツキが生じ、機能性表示
食品の届出が難しくなりがちである。 

対策・留意事項 

非破壊検査方法等を用いて安価に全量検査が可能な場合を除けば、生鮮農
産物が持つ生産地や栽培年、個体差等による機能性関与成分のバラツキは避
けられない事象であるが、例えば、以下のような工夫することも有効と思われる。 

ポイント 1 

農産物を一次加工品として機能性関与成分のスペックを固定化
する。例えば、実証的調査の対象としたじゃばらでいえば、これを果
汁として、タンク単位で検査を行い、機能性関与成分が一定量以
上入っているロットであることが保証できる。これにより、一次加工品
を○○mg使った製品として保障する。 

ポイント 2 

実証的調査の対象としたキラリモチであれば外皮（糠の部分）や
さらさらレッドの外皮に各々の機能性関与成分が多いが食品として
利用されていない部位であるが、これらの部位から成分を抽出した
ものを製品の添加物として利用する。 

 
（5） 消費者価値に見合った商品価格の設定 

課 題 

 機能性農産物は、食品の栄養や味という価値に加えて、機能性という新た
な価値を訴求させることにより、消費者の消費意欲を喚起し、結果的に
人々の健康の維持及び増進に役立てようとするものである。 

 そのため、特に機能性を価値として訴求しない他の農産物やその加工品と
は別の製品カテゴリーとして、消費者及び流通・小売事業者に認知され、
価値に見合った価格設定がなされ、その価値創出に努力した農業生産者
や流通・小売事業者等が対価を得ることがあるべき姿である。 

対策・留意事項 

消費者価値に見合った価格設定がなされ、価値創出に努力した農業生産者や
流通・小売事業者等が対価を得ることができるように、例えば、以下のような工
夫をすることが有効と思われる。 

ポイント 1 

先進・優良事例調査で扱った「さらさらゴールド」のように、種苗研
究機関やメーカー、農業生産者や流通・小売事業者が消費者に
連なるバリューチェーン構築にあたり、消費者が受容可能な価格を
設定し、遡って、各者の価値貢献とリスク負担に応じて、利益をシ
ェアできるように最初から契約を取り交わす。 

ポイント 2 
特に農業生産者が届出を行う場合、機能性表示食品に関連す
る品質管理や消費者（団体）からの連絡窓口体制構築等、こ
れまでの農業生産物の出荷・販売とは別に費用がかかることも留
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意する必要がある。 
 

（6） 農産物の安定供給 

課 題 
 消費者や流通・小売事業者が必要とするときに、機能性農産物を安定供

給できる体制を整えなければ、消費者や流通・小売事業者からの不信を
買い、機能性農産物は一過性のブームで終わりかねない。 

対策・留意事項 

農産物の安定供給は、機能性農産物に限った課題ではないが、特に、現在は
機能性農産物市場の黎明期であり、生産量も限られることから、例えば、以下
のような工夫することも有効と思われる。 

ポイント 1 
気候条件の異なる産地間で連携を図り、周年での安定供給に努
める。 

ポイント 2 
冷蔵・冷凍等の保管が可能なものは、生果又は果汁等の状態に
して保管し、周年での安定供給に努める。 

 
（7） 流通・小売事業者・消費者向け情報提供の充実 

課 題 

 栄養機能食品は、各栄養成分が、ビタミン、ミネラル等、消費者に広く認知
されたものであり、学校教育やテレビ番組等で、これらの成分が豊富に含ま
れる農産物等の食品に関する知識も流通していると言える。一方、機能性
表示食品で扱おうとする機能性関与成分は知られていないものが多い。実
際、今回の業務で実施したアンケートでは、例えば、ビタミン C はほぼ
100%の認知度であるのに対して、実証的調査対象とした 4 作物に含ま
れる機能性関与成分の認知度は大変低かった。 

 農産物ネット販売 A 社、コンビニエンスストア B 社、給食事業者 C 社は、
機能性農産物の活用に関心を持っていることがわかった。 

対策・留意事項 

農業生産者は、種苗研究機関やメーカーからの技術情報提供も受けながら、流
通・小売事業者・消費者向け情報提供を一層充実していくことが必要と思われ
る。 

ポイント 1 
複数の流通・小売事業者を集めた商品説明会や試食会の開催
を実施する。 

ポイント 2 

農業が地域の基幹産業である地域においては、地域特産品化を
目指し、農業生産者等をバックアップする観点から、地方公共団
体の農林土木や商工観光部署による情報提供の実施や、商品
説明会や試食会の開催を支援する。 
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（8） 流通方法及び食品加工による機能性関与成分変化への対応 

課 題 

 今回の実証的調査では、生鮮農産物及び食品メニューの機能性関与成
分の含量分析を実施したが、農産物や食品メニューによっては、流通方法
及び食品加工による機能性関与成分含量に変化の可能性が示唆され
た。 

 この点については、機能性関与成分によっては、その分析手法自体が十分
に信頼性の高いものとして確立していない可能性もあるため、最終的な判
断には更なる検討が必要である。 

対策・留意事項 

流通・小売事業者等は、種苗研究機関やメーカーからの技術情報提供も受け
ながら、流通方法及び食品加工による機能性関与成分含量変化への対応を
検討していく必要がある。 

ポイント 1 

農業生産者の産地に近い地方大学の農業や食品科学の専門家
や、食品分析センター等の協力を得て、機能性農産物の流通方
法及び食品加工による機能性関与成分含量変化の分析を進め
る。 

ポイント 2 
幾つかのケースについて分析を進めることで機能性関与成分含量
変化の原因を探り、これらに対する対策を検討する。 
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