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1. 事業の概要 

 

1.1. 事業の目的と背景 

平成 27 年 4 月に導入された我が国の機能性表示食品制度は、従来消費者が食品に求め

てきた「栄養の摂取」や「おいしさ」に加え、近年新たに求められるようになった「健康の維持・増進」

という新たな需要に応えるべく導入されたものである。 

しかし、同制度導入から約 3年が経過した平成 30年 3月 7日時点で、生鮮品の消費者庁

への届出件数は14件にとどまる。本制度は、必ずしも農業生産現場や地域の食品関連事業者

に十分に周知されている状況ではなく、生鮮食品において、その活用が進んでいるとは言えない。 

 

一方で、「日本再興戦略」(平成 27 年度改定版)においては、「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」の策定が明記された。健康ニーズの高まりに対応する食・農を活

用した健康維持・増進ビジネスとして、「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」市場の創出が期待されている。 

 

以上を背景として、平成 28年度「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、「28 年度事業」という)では、先進・優良

事例の調査、機能性農産物等を活用した食環境の整備(実証調査)、機能性農産物等の消

費者ニーズ等調査、並びに、バリューチェーン形成に関する課題の整理等のタスクが実施された。 

 

本年度(平成 29 年度)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)においては、28 年度事業の流れを

受け、より強力に機能性農産物等の需要拡大を推進するため、大口の需要先となる外食・中食

産業へのつながりを意識した実証調査体制の構築と、本年度事業終了後も継続的に市場規模

をトレースできるような取組を目指す。その上で、機能性農産物等を積極的に活用できる環境整

備の加速を目指す。 

具体的には、以下(1)～(3)を目的に、本事業を実施する。 

 

(1)  生産者、食品加工事業者、研究機関等と中食事業者、外食事業者、小売事業者

等との協力のもと、先進・優良事例の調査を通じて、機能性農産物等のバリューチェー

ン構築のノウハウや市場形成に向けた課題、課題解決に向けた工夫や方策等を明ら

かにし、関係者で共有する。また、消費者へ機能性農産物等に関する正しい知識や

取組状況を周知すべく、わかりやすいパンフレットを作成する。 
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(2)  機能性農産物等を活用したメニューや製品を消費者に普及すべく、食環境の整備

(機能性関与成分含量の確認、メニューや加工品の開発、開発製品の販売価格の

試算/消費者向け試食会の開催)に取組、ノウハウの深化とともに、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。また、28 年度事業成果

における販売戦略の検討や、消費者・事業者の意向把握、機能性表示食品制度へ

の届出に必要なデータの把握とその取得に向けた取組等を通じ、普及の促進につなげる。 

 

(3)  (1)及び(2)の取組を通じて、バリューチェーン形成上の隘路となる課題、対策、留意

事項を取りまとめ、地域で産出する機能性農産物等の届出の促進につなげる。 

 

なお、本事業で取り組む機能性農産物等の市場規模を平成 30年までに 4億円とすることを

目標とする。 

 

  



8 
© 2018 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.  

 

1.2. 事業内容 

以下、事業内容及び実施方法の詳細について記載する。 

 

1.2.1. 先進・優良事例(3事例)のヒアリング調査及び消費者向けパンフレットの作成 

 

(1) 先進・優良事例(3事例)のヒアリング調査 

もち性大麦「大麦効果」、高アミロース米「越のかおり」、高リコピンにんじん「こいくれない」を

対象として、先進・優良事例のヒアリング調査を実施した。ヒアリング先は各バリューチェーン中

心機関(統括機関)を対象とし、以下の図表 1-1 のとおりである1。また、必要に応じて各プレ

イヤーへ追加ヒアリングを実施した。 

 

図表 1-1 先進・優良事例 

№ 分類 品目・機能性関与成分 品種等 バリューチェーン構築中心機関 

1 穀物 もち性大麦(β-グルカン) 大麦効果 ㈱はくばく 

2 穀物 高アミロース米 越のかおり 「越のかおり」普及促進協議会 

3 根菜 高リコピンにんじん こいくれない NK アグリ㈱ 

 

市場形成に向けての課題、課題解決に向けた工夫を明らかにするため、各事例共通の調

査項目として、以下の内容についてヒアリング調査を実施した。また、各バリューチェーンの優位

な特徴を深耕するとともに、機能性表示食品制度の届出に必要なデータの把握と取得に向

けた取組の検討に役立てた。 

 商品上市の経緯とバリューチェーンの構築に至るまでの各プレイヤーの役割 

 機能性農産物等を活用した商品に機能性を持たせる方策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) 

 さらなる発展のために乗り越えなければならない障壁 

 

① 大麦効果 

「大麦効果」は、もち性の大麦を米粒状に精麦した機能性表示食品登録商品であり、

極めて生鮮品に近い状態である。 

㈱はくばくは、大麦の加工(精麦)段階で機能性関与成分の含有量が一定の幅に収ま

るように配合を調整しており、大麦β-グルカンの保健機能として「コレステロールを下げる」

「腸内環境を改善する」と表示している。 

  

                                         
1 本ヒアリング計画時点では「越のかおり」普及促進協議会へのヒアリングを予定していたが、その後協議会メンバーのミールワークスフーズ

株式会社へのインタビューとなった。ヒアリング内容については P.18以降参照のこと。 
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ヒアリング調査では、機能性表示食品登録時のシステマティックレビュー、一次加工品と

して登録するに至った経緯やメリット等の観点を深耕した。 

 

② 越のかおり 

「越のかおり」は農研機構中央農業総合研究センター北陸研究センターが開発した米

粉・米麵に適する高アミロース米である。アミロースはアミロペクチンに比べ、消化に時間を

要することが知られている。高アミロース米の食後血糖値上昇抑制効果については、数多

くの報告例がある。 

研究開発機関である同センター、生産並びに栽培技術の向上を担う上越米粉研究

会、商品開発を担う㈱自然芋そばから構成される「『越のかおり』普及促進協議会」を設

置し、「越のかおり」の普及に尽力しており、米麵や米粉の商品を上市済である。 

さらに、生産者、自治体、大学、企業等から構成される機能性農産物活用促進協議

会が「越のかおり」の米飯利用を促進するため、食味改善及び加工品・メニュー開発や健

康効果の検証を実施中である。 

ヒアリング調査では、バリューチェーンの拡大や消費者向けのプロモーションの工夫等の観

点を深耕した。 

 

③ こいくれない 

「こいくれない」は、トマトの成分として有名なリコピン含有量の多さを特徴とし、NKアグリ

㈱の管理の下に栽培された、にんじんの商標である。品種は「京くれない」(タキイ種苗

2013年発売)である。また、リコピンは既存の機能性表示食品の機能性関与成分として

登録実績があり、リコピンは血中 HDL(善玉)コレステロールを増やす働きが報告されてい

る旨表示されている。 

「こいくれない」は、その機能性を打ち出すために、日射量や気温、栽培日数等を計

測・分析し、リコピン含有量が最も高くなるタイミングに収穫する仕組みが構築されており、

生鮮段階のリコピン含有量が担保されている。さらに、日本製粉から「こいくれない」を利用

した加工食品が上市済である。調査開始時点においては、ナチュラルローソンのシフォンケ

ーキや不二家のデザート等に「こいくれない」のペーストやジュースが利用されている。 

ヒアリング調査では、栽培管理によるリコピン含有量の保証や機能性表示食品登録検

討、野菜出荷事業者が構築した周年出荷リレー体制、中食・外食の材料への登用等の

観点を深耕した。 
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(2) 消費者向けパンフレットの作成 

また、消費者に機能性農産物等の正しい知識や取組状況を周知するため、29 年度に実

施した(1)の先進・優良事例や 1.2.2 の実証調査事例を盛り込み、消費者向けのパンフレッ

トを作成した。掲載品種は図表 1-2 のとおりである。品種の特性や開発メニューの紹介に加

え、健康に効果的な食べ合わせや献立も紹介した。例えば、リコピン含有量が多いトマト「フル

ティカ」ならば、「健康に効果的な食べ合わせとして身体を温める作用のあるしょうがや、抗酸化

成分アリシンを含むにんにくと合わせると、リコピンでサラサラになった血液をスムーズに循環する

効果が期待される」等を内容に盛り込んだ。 

さらに、機能性農作物や機能性表示食品制度の説明、消費者の食に対する健康ニーズ

に加え、消費者の機能性農産物等に対する誤解を払拭するための情報提供の形も検討した。 

実証調査の一環で実施した消費者向けイベント兼試食会の反応やアンケート結果も考慮

した。 

 

図表 1-2 パンフレット掲載品種 

№ 品種等 機能性関与成分 分類 品目 本事業における位置付け 

1 ホワイトファイバー β-グルカン 穀物 大麦 先進・優良事例調査対象 

2 こいくれない リコピン 根菜 にんじん 先進・優良事例調査対象 

実証調査対象(29年度追加) 

3 フルティカ リコピン 果菜 トマト 実証調査対象(29年度追加) 

4 キラリモチ β-グルカン 穀物 大麦 実証調査対象(28年度から継続) 

5 じゃばら ナリルチン 果物 

(香酸柑橘) 

じゃばら 

 

実証調査対象(28年度から継続) 

6 クックゴールド シスリコピン 果菜 トマト 実証調査対象(28年度から継続) 

７ さらさらレッド ケルセチン 葉茎菜類 たまねぎ 実証調査対象(28年度から継続) 
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1.2.2. 機能性農産物等を活用した実証調査を通じた食環境の整備 

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、食環境の整備に取り組

んだ。対象とする品目は、28 年度から取り組んでいる穀物(キラリモチ(二条裸麦))、果物(じゃ

ばら(香酸柑橘類))、果菜類(クックゴールド(トマト))、根菜(さらさらレッド(たまねぎ))に加え、

果物、根菜、果菜類等から新たに 2品目を選定し、下記(1)～(3)の取組を実施した。 

 

(1) 29年度実証取組(果物・根菜・果菜から 2品目を抽出) 

 

① 対象品種 

29年度に新たに追加する実証取組は、平成 28~29年度食産業における機能性農

産物活用促進事業(ビッグデータ等の活用推進)において知見を得た農産物群の中から、

高リコピンにんじん「こいくれない」、高リコピントマト「フルティカ」を対象として実施した。 

対象品種の保健機能やバリューチェーン構築中心機関は図表 1-3 のとおりである。対

象の選定にあたっては、バリューチェーンが構築済みであること、または、構築の目途がある

こと、対象の機能性表示食品の届出の見込みがあること、一定以上の市場規模が見込

めること、等に考慮した。 

今回対象としたリコピンは、既存の機能性表示食品の機能性関与成分として登録実

績があり、リコピンは血中 HDL(善玉)コレステロールを増やす働きが報告されている旨が表

示されている。また、色素成分(機能性関与成分)を消費者に直感的に伝えるプロモーシ

ョンが展開しやすいと考えられる。 

 

図表 1-3 29年度追加対象品種 

№ 品種等 機能性関与成分 分類 品目 バリューチェーン構築中心機関 

1 こいくれない リコピン 根菜 にんじん NK アグリ㈱ 

2 フルティカ リコピン 果菜 トマト デザイナーフーズ㈱ 

 

ア）こいくれない 

「こいくれない」は、平成 28年度生鮮市場規模が約 1億円、平成 29年度予測

生鮮市場規模は約 3 億円である。加工食品も上市されており、バリューチェーンが構

築済みである。また、生鮮段階のリコピン含有量が保証されており、機能性表示食品

登録を検討している農産物である。 

生鮮段階のリコピン含有量が保証済である強みを活かし、調理・加工段階の機能

性関与成分含有量の確認、事業者や消費者からのフィードバックを元にした商品改

良に注力することにより、メニューや加工食品の開発促進や需要拡大につながる可能

性が高いと考えられる。 
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イ）フルティカ 

平成 27年におけるトマトの市場規模は、野菜の産出額の 1割の 2,434億円2を

占める。トマトの市場規模は平成 26年の 2,182億円から、1年で 252億円拡大

した。小売の店頭でも高付加価値商品の取扱数が多い品目である。 

また、トマトはリコピンや糖度等、中身成分によって選果する非破壊検査/選果装

置が開発されている。このように、トマトは生鮮段階の品質を保証し得る環境が整備

されており、開発したメニューや加工食品の商流を確立しやすい品目である。 

上記の観点から、29 年度事業の対象品種として「フルティカ」を選択した。「フルティ

カ」は、タキイ種苗が開発した中玉トマトであり、リコピンの含有量は従来の赤大玉トマ

トの約 2 倍の品種である。糖度は 7~8 度と高く、果肉は滑らかで弾力性がある。「フ

ルティカ」は、高糖度と高リコピン含有量を示すことにより、消費者に美味しさと健康さ

の両立を訴求し得る可能性がある。 

実際に、機能性農産物を活用したメニューとして、岡山淳風会タニタ食堂では人間

ドックプレミアムコース受診者向けに、「フルティカ」をはじめタキイ種苗のファイトリッチシリ

ーズを活用した特別メニューが提供されている。 

 

図表 1-4 28年度全国野菜の品目別卸売り数量、前年比卸売価額及び販売価格 

 

  

                                         
2  農林水産省資料「野菜をめぐる情勢」(平成 30年 2月)参照。同省「生産農業所得統計」を元に算出された値である。 
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② 取組内容 

①の 2 品種を対象として、既存の商流を最大限活用することで、効率的かつ効果的

に、機能性農産物を活用したメニュー/加工品の上市や機能性農産物等の機能性表示

食品登録の実現につながり得る調査/取組を実施した。実施にあたっては、生産者及び

中食・外食・小売事業者との取引実績のある卸機能を担うプレイヤーを、各品種のバリュ

ーチェーン構築中心機関と位置付け、連携を図った。 

具体的には、「こいくれない」は NK アグリ㈱、「フルティカ」はデザイナーフーズ㈱に協力を

仰いだ。NK アグリ㈱、デザイナーフーズ㈱ともに生鮮品を材料とした食品・メニュー開発や

試食会の開催、生産から小売・中食・外食までの商流を構築してきた実績を持つ。既に

継続して実施している取組やイベント等の一部として商品・メニュー開発や試食会を中心

に、以下の調査/取組を実施した。 

 

ア）流通段階での機能性関与成分含量の確認 

機能性農産物が生産されてから消費者に届くまでの機能性関与成分含有量を確

認するため、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関与成分

等の変化を確認した。 

NK アグリ㈱、デザイナーフーズ㈱ともにリコピン等の機能性関与成分の分析実績が

あり、流通段階における機能性関与成分の分析体制が整備されている。 

 

イ）メニューや加工食品の開発 

機能性農産物を活用したメニューや惣菜、加工食品を開発し、上市可能なスペッ

クのものを 1 品種あたり 5 品目以上企画し、3 品目を試作した。28 年度事業を踏

襲し、試作した製品の機能性関与成分の含量を分析した。 

 

ウ）開発製品の販売価格の試算と消費者向け試食会の開催 

28 年度事業同様、加工・中食・外食・小売事業者から製品開発・購買・販売に

関わる有識者を招聘し、企画製品の中から 1 品種当たり 3 品目を選び、実際に消

費者や事業者に提案する試食会を産地で実施した。 

併せて、上記有識者を交え、販売価格に対する意見を収集し、販売価格の試

算・検討を行った。また、味や食感等の製品に対する評価や販売価格について、消費

者、事業者からの意見をアンケートで収集し、分析した。なお、消費者及び事業者を

合せて 30件以上意見を収集した。 

また、首都圏での消費者向け試食会は、(3)②「消費者向けイベント兼試食会」を

参照のこと。 
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(2) 28年度から実施している 4品目において実施した取組 

 

① 開発した製品の販売に向けた検討(販売戦略会議)  

消費者・事業者の意向把握や大口需要先の機能性農産物等活用の視点からバリュ

ーチェーンの現状の整理・考察3、販売戦略の検討を実施し、有力かつ継続的な取組に

なるよう既存の商流を活用し、小売・中食・外食への販売に向けた取組を図った。 

また、29年度新規の協力先のネットワーク他を活用しつつ、(3)①・②で実施する検討

会及び試食会をプラットフォームとすることにより、28年度において構築した 4品目のバリュ

ーチェーンの強化・拡大に向けた取組となるべく、環境を整備した。 

 

② 機能性表示食品制度の届出に必要なデータの把握と取得に向けた取組 

機能性表示食品登録を視野に入れ、1.2.1 の先進・優良事例で取り上げた 3 事例

のバリューチェーン構築中心機関のヒアリング結果を参考としつつ、バリューチェーンを構成す

る事業体にヒアリングを実施。例えば、届出に必要なデータ、データ取得事業者の特定及

び取得に要する概算費用規模の把握等、データの取得に向けた取組を行った。また、28

年度事業では、調理方法により機能性関与成分を検出できなかった例もあることから、管

理栄養士から意見を収集した。 

 

(3)  (1),(2)共通で実施する取組 

 

① バリューチェーンの拡張に向けた検討会の開催 

機能性農産物等を積極的に活用できる環境整備を図り、機能性農産物等の需要拡

大を推進するため、各品種 2カ月に 1回以上検討会を開催し、メニューや加工食品の開

発、バリューチェーン構築に向けた課題の整理と情報提供等、事業の進捗状況を把握した。 

 

② 消費者向けイベント兼試食会 

28年度事業の「機能性農産物の消費者ニーズ等調査」の結果によると、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く、年齢別にみると認知度は 35~39

歳が最も高く、購入意欲は 25~29 歳が最も高い。また、働いている女性は食に対する

健康ニーズがあっても、実行できていないことが多い。 

これらを踏まえ、消費者の機能性農産物等の認知度・利活用向上を図るため、29 年

度は女性を中心にメディア関係者・SNS 発信者を主なターゲットと設定、消費者向け食

育イベントに機能性農産物の試食会を組み込んだ。このイベントは、様々な年齢層を対

                                         
3 本取組検討時点では、28年度事業の試食会等で得られた意見を踏まえたブラッシュアップを予定していたが、各品目の活動状況を

踏まえ、大口需要先の機能性農産物等の活用の視点からバリューチェーンの現状の整理・考察を実施することとした。 
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象に開催、対象人数は 30 名以上となっている。イベント参加者に対して、アンケートを実

施し、機能性農産物等に対する周知の促進や、懸念を払拭する手立てを検討した。 

イベントの実施にあたり、働く大人の健康やダイエットを支援する(一社)大人のダイエット

研究所の協力を仰いだ。(一社)大人のダイエット研究所は、都内の働く女性向けの食育

に関するイベント開催多数の実績がある。特に首都圏での試食会の開催は(一社)大人

のダイエット研究所が開催するイベントの枠組みを活用して実施した。 
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1.2.3. 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、地域で産出される機能性農産物に対して機能性表示食品の届出促進の一助となるべく、

本事業の 1.2.1 及び 1.2.2 で対象とする先進・優良事例や実証調査事例を材料として、課

題の整理を行う。 

課題の整理にあたっては、機能性表示食品の届出に向け、生産者や地域中小企業の直面

している状況を中心に掘り下げた。 

届出の阻害要因として、機能性農産物に関する消費者・大口需要家の認知不足(情報不

足)が挙げられているが、その他にも、バリューチェーン構築における課題(利害の整合)、大口需

要家ニーズとのギャップ、届出に要する投資判断の難しさ、機能性関与成分を科学的に裏付け

る論文や研究成果の不足、届出実務を担う人材の手当等、様々な課題が挙げられる。 

こうした複合的課題と阻害要因を体系化した上で、仕様書に基づき、以下の軸に整理した。 

 

 品質管理上の課題(品質管理) 

 事業者や消費者へ情報を提供する際の課題(情報提供) 

 農産物の生産量や価格を決定する際の課題(需要予測) 

 

これら品質管理、情報提供、需要予測、3 つのテーマについて、 

 

 28年度・29年度の実証体が直面する課題の整理 

 先進・優良事例(ケース)での対応事例 

 各実証体における反映方法、並びに、留意事項の考え方 

 

という形で整理している。 
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1.3. 実施体制 

本事業における実施体制は図表 1-5 のとおりである。有限責任 あずさ監査法人が、平成

28年度実証調査先事業者と適切な連携体制を構築するとともに、平成 29年度からバリューチ

ェーン構築に関する助言、試食会の開催等に関し、新たに NK アグリ株式会社、デザイナーフーズ

株式会社、一般社団法人大人のダイエット研究所を外部委託先とした。 

タキイ種苗株式会社からは課題整理の助言や機能性の豊富な品種やその生産者の紹介等

の支援を受けた。 

 

図表 1-5 実施体制 

 

  




