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2. 先進・優良事例の調査 

 

2.1. 調査の概要 

機能性農産物展開の先進・優良事例を調査し、主に、次の点を明らかにした。 

 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 

事例調査の対象は以下の図表 2-1 のとおりとした。 

 

図表 2-1 先進・優良事例調査対象 

№ 分類 
品目・ 

機能性関与成分 
品種等 開発機関 調査先 

1 穀物 もち性大麦 

(β-グルカン) 

大麦効果 ― 

(㈱はくばくが海外産品種を利用し商

品開発を実施) 

㈱はくばく 

2 穀物 高アミロース米 越のかおり 農研機構中央農業総合研究センター 

北陸研究センター 

㈱ブルボン 

㈱ミールワークスフーズ 

3 根菜 高リコピンにんじん こいくれない NK アグリ㈱ NK アグリ㈱ 
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2.2. 調査の実施 

 

2.2.1. 大麦効果(大麦、株式会社はくばく) 

 

(1) 基本情報 

種苗開発機関  北米で品種登録されているもち性大麦 

生 産 者  北米の生産者 

機能性関与成分  大麦β-グルカン(水溶性食物繊維の一種) 

機能性 (効果 ) 

 大麦β-グルカンは、コレステロールを下げる機能、腸内環境を改善する機能が

あることが報告されている 

 出所)消費者庁ホームページ 

    「㈱はくばく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  機能性表示食品登録済(2015.10.6 消費者庁が公表) 

品 種 の 特 性 

 1日摂取目安量である 1袋 60g当たり機能性関与成分 3.0gが含まれて

いる 

       

出所)㈱はくばくホームページ 

商 品 形 態 

 加工食品(その他)としての販売である。もち性の大麦を米粒状に加工 

 大麦効果  360g(60g×6袋)。以下、楽天の販売価格例 

 280円-400円(送料別。例：メール便 200円) 

 493円-640円(送料込み) 

 

大麦効果の商品形態 

分類 商品形態 

青果 － 

粉類・糖類 － 

缶・瓶詰類 － 

農産加工品 精麦(㈱はくばく「大麦効果」) 
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めん・パン類 － 

調味料等 － 

菓子類 － 

飲料 － 

その他 － 

※2017年 10月現在 

 

商 品 上 市 

に 関 す る 経 緯 

 

年月 取組 

2006.7 大麦食品推進協議会(任意団体。以下、「協議会」)発足 

2006頃~ 協議会にて大妻女子大学/池上幸江名誉教授とエビデンス

を継続的に発信。β-グルカンの効果のデータを蓄積 

2012(年度) 協議会にて「食品の機能性評価モデル事業」4参加 

2013頃~  協議会(技術部会)にてシステマティックレビュー実施 

 参加各企業にて消費者庁への届出検討・準備 

 マスコミにもち性大麦が取り上げられ始める 

2015.8 ㈱はくばくが「大麦効果」の機能性表示食品の届出実施 

2015.10 消費者庁が機能性表示食品として受理したことを公表 

2015.11 一般量販店等で発売開始 

 
 

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 

統括機関 ㈱はくばく 

研究機関/種苗メーカー ー(北米の会社) 

農業生産者 ー(北米の会社) 

地方公共団体 ー(輸入品のため該当なし) 

流通 ㈱日本アクセス、加藤産業㈱ 他 

食品加工 ㈱はくばく 

飲食、小売り 大手量販店、米穀店 

 ㈱はくばくは加工メーカーとして、経年比較も含め原料受け入れ時にコンテナ

毎サンプリングを行い、品質のブレをコントロールしながら加工品を製造してい

る 

 
 

                                         
4 「食品の機能性評価モデル事業」については、P.22(2)②及び脚注 5参照 
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生 産 の 状 況 

※「大麦効果」の原材料は輸入品であるが、国産大麦の生産増の可能性を

検討するため、国産大麦生産状況について記載する。 

 

【流通量(平成 23-27年年度の 5か年平均)】 

 国産大麦及びはだか麦の民間流通量は 10万 tである 

 そのうち、8万 t が精麦企業を通して、焼酎・みそ・押麦等用にメーカーに渡っ

ている。残りのの 2万 tは麦茶用に麦茶メーカーに渡っている 

 上記とは別に、ビール用の二条麦が国内で契約生産されており、5万 tがビー

ル―メーカーに渡っている 

 なお、豪州、カナダなどから 23万 tの大麦及びはだか麦を輸入している 

 

【大麦・はたか麦】                             (単位：万トン) 

 

 

 

 

 

 

 

出所：農林水産省決算、農林水産省調べ 

【作付面積、収穫量(平成 28年度実績)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注目品種(ヒアリング)】 

 ㈱はくばくは機能性表示食品とは別に国産もち性大麦の普及を進めており、特

に、もち性六条大麦の「ホワイトファイバー」に注力している。 

 「ホワイトファイバー」の育種は長野県の農業試験場が行っており、29年度の収

穫高は 500-600tである。30年度は、長野県に加え北陸、宮城県など合わせ

て作付面積が 2,000-3,000ha となる予定である。 
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(2) プレイヤー 

 

① 統括機関 

2015年 8月に、米粒状に精麦した「大麦効果」の機能性表示食品登録の届出がな

された。届出機関は㈱はくばく(以下、「はくばく」)である。届出にあたっては大麦食品推進

協議会(以下、「協議会」)が蓄積・保有する大麦β-グルカンの健康効果に関するエビデン

スを活用している。 

玄麦段階の機能性関与成分含有量の担保はハードルが高く、届出にあたっては、農

産加工品として機能性表示食品の登録を行った。本登録においては、機能性関与成分

の含有量を担保するため、β-グルカン規格値を設定し、規格値を下回らない製品を製造

するための管理体制が構築された。北米で品種登録されているβ-グルカンの含有量の多

いもち性大麦をスクリーニングして輸入し、調達時点でサンプリングを実施している。サンプリ

ングに合格した原料を用いて製造し、製品のβ-グルカンの含有量を担保している。 

 

② 主な協力機関 

協議会は、はくばくを含む大麦食品に関係する企業・団体により、2006 年に設立され

た。参画団体数は、正会員 38団体、賛助会員 5団体(2017年 7月時点)である。 

2006年頃から協議会において、大妻女子大学の池上名誉教授と共に、β-グルカンに

関する健康効果エビデンスの地道な蓄積・発信が行われた。2012 年には協議会がエン

トリーした消費者庁「食品の機能性評価モデル事業5」では、大麦β-グルカンの健康効果

が高く評価された。 

 

③ プレイヤーを取り巻く状況 

協議会にもち性大麦の健康効果のエビデンスが蓄積され、継続的な情報発信が行わ

れる過程で、機能性表示食品制度の開始やメディアへの露出のタイミングが重なり、

2013年頃から、もち性大麦の注目度と需要が向上してきた。 

需要の高まりを受け、はくばくは「大麦効果」を開発・販売、大手量販店やスーパーマー

ケット、米穀店や EC サイト等が取り扱うようになった。現在も同社に対し、小売事業者等

からもち性大麦に関する問い合わせが増えている。 

マクロ面でも、2016 年に入り、国内の健康志向の高まりを背景に、大麦並びにはだか

麦の需要が増加、はだか麦の輸入量が前年度と比べ約 1 万トン増加した。特に、水溶

性食物繊維(大麦β-グルカン)が豊富なもち性はだか麦の需要が増加している。 

 

                                         
5 公益財団法人日本健康・栄養食品協会が、消費者庁からの受託事業として「食品の機能性評価モデル事業」を実施した。協議会

が大麦由来β-グルカンで同事業にエントリーし、同成分に機能性ありと判断された。 
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(3) 機能性を持たせるための技術・ノウハウ 

 

① 流通・加工 

はくばくでは、原料受入時に、経年比較も含めコンテナ毎のサンプリングによりスクリーニ

ングが実施され、品質のブレをコントロールした加工品製造が実現出来ている。 

β-グルカンには国が定めた含有量の規格値がないため、自社内でβ-グルカン含有量を

一定水準担保できるようオペレーションを実施している。農産加工品のため、年度による

品質のブレを一定水準に収めるために、品質管理の水準をあえて 2σに設定している。 

 

(4) ビジネスモデル 

 

① 大麦β-グルカンの健康効果のエビデンス共有 

協議会は、大麦β-グルカンの健康効果のエビデンスを蓄積、情報発信を行ってきた。機

能性表示食品の登録に必要な科学的根拠について、協議会の技術部会にて共同でシ

ステマティックレビューを実施し、研究レビューを協議会傘下団体が活用できる体制を整備

している。 

小売精麦は米に混ぜて炊く麦ごはんに利用することもあり、十数年前までは米穀店の

ルートが強かった。需要拡大のため一般流通向けのセールス部隊を増やし、10 年前から

は一般流通の比率が高くなっている。はくばくがマーケティングプランを策定、小売・流通に

提案する形が多い。 

 

(5) プロモーション 

「大麦効果」の需要は、メディアによってもたらされたもち性大麦の「便秘に良い」「内臓脂肪

に効く」といった健康に良いイメージからも生じている。大口需要家である小売量販店や外食

事業者から、はくばくに対し良質なもち性大麦への問合せが多い。もち性大麦の健康に良いイメ

ージに加えて、機能性表示食品「大麦効果」の販促ツール(図表 2-2)の活用等も行っている。 

 

図表 2-2 「大麦効果」の販促ツール 

 

出所：株式会社はくばく 
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(6) バリューチェーン構築の成功要因(KFS：Key for Success) 

 

① 事業リスクへの対応 

 

ア）統括機関による食品の製造・販売 

食品の製造・販売者であることから、生産コントロール・集出荷・一次加工といった

上流工程を中心に、同社がバリューチェーンを統括している。大手小売・外食事業者

の要求水準への対応、需要起点の品目・品種のスクリーニング、商品開発の具体化

等への対応が可能であったため、「大麦効果」が機能性表示食品として上市できたと

考えられる。 

 

イ）一次加工品による機能性表示食品登録 

前述のとおり、生鮮品の機能性関与成分の含有量の担保はハードルが高いため、

同社は農産加工品として機能性表示食品の登録を行った。 

農産加工品といっても、精麦しただけで限りなく農産品に近い製品であるため、消

費者庁へ確認したうえで、気候や栽培条件によって表示されている大麦β-グルカンの

含有量が下回る場合があることを表示している。 

 

ウ）海外産のもち性大麦の活用 

現在、国内産もち性大麦の作付け量のみでは供給量に限界があり、製品の大規

模供給が困難である。そのため、海外産のβ-グルカンの含有量が豊富な品種を輸入

することにより、もち性大麦の需要の高まりに対応している。 

 

② 大麦食品の普及のアプローチ 

 

ア）業界団体による大麦食品の普及支援 

協議会により蓄積・共有されたシステマティックレビューの結果をエビエンスとして、はく

ばくは「大麦効果」の機能性表示食品登録を届出、2015 年 10 月消費者庁に受

理された。登録後の毎年の研究レビューについても、協議会の体制を活用している。 

機能性表示食品の届出手続の中で、消費者庁からの質問・指摘事項がある際は

差し戻されることがある。その場合、会員団体から協議会の技術部会に連絡し、実績

のある団体から情報提供を行う。なお、初めての質問の場合はメールベースで質疑応

答を実施し、複数社が類似の重要な質問を受けた場合には会合で方針を話し合う。

また、技術部会でQ&Aを作り、知見を共有する。このように、協議会内に築かれた協

力体制が届出手続を後押しする一因となったといえよう。 
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イ）喫食しやすい商品形態 

大麦は米に混ぜることにより、機能性表示食品に表示された量を毎日摂取すること

も可能である。そのため、大麦の喫食を習慣化して、継続的に機能性関与成分を摂

取することにより、消費者が健康効果を実感する可能性が高まることが期待される。 

 

(7) 今後のさらなる発展に向けた課題や取組 

 

① 大手事業者の取り扱い可能ロットへの対応 

はくばくの取扱数量は、1 ロット 10t単位である。同社が恒常的に取り扱うには、少なく

ても 500-600t/年の供給量が必要とのことである。 

もち性大麦の需要は年々高まっているが、国内産地からの少量供給では、ごく短期間

で売り切れてしまう。したがって、同社では「大麦効果」の原料として海外産もち性大麦を

利用している。経営効率や投資対効果の観点からも、同社のような大口需要家の規模

では、数十ｔ単位の供給量ではオープンな販売は難しく、Web 販売扱いとなる。同社で

は、過去 2 年の間に、計 20t の国内産もち性大麦を 1 パック 1,000 円で、試験的に

Web 販売したことはあるが、「国内産地には供給量増加へ向けた対応が望まれる」とのこ

とである。 

 

② 国産もち性大麦の反収増 

前述のとおり、はくばくは、国産もち性六条大麦「ホワイトファイバー」の普及を進めている。

29 年のホワイトファイバーの収穫高は 500-600t である。30 年度は、長野県に加え北

陸、宮城県等合わせて作付面積が 2,000-3,000ha となる予定である。  

国内産地における増産を望むはくばくだが、調査時点において大麦生産者が少なく、作

付面積の純増にはつながっていない。そのため、同社は営農指導等を通して、品質を落と

さず効率化を追求することで、反収増に繋げることが現実的と考えている。 

 

③ 分析工程の効率化 

β-グルカン分析の公定法は手分析であるため、人手・時間共にコストがかかる。難易度

の高い分析が可能な人材が 1~2 日時間を費やすか、(一財)日本食品分析センター等

に分析を外注委託し、1検体あたり 7万円と高額な分析費を支払う必要がある。分析に

かかる負荷/コストは、全ての事例において共通の課題である。なお、現在、はくばくでは、

近赤外線を用いた簡易分析を検討中である。 
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2.2.2. 越のかおり(高アミロース米、株式会社ミールワークスフーズ) 

 

(1) 基本情報 

種苗開発機関  農研機構中央農業総合研究センター北陸研究センター 

生 産 者  上越米粉研究会(上越地区の農家 12軒) 

機能性関与成分  アミロース(でんぷんの主な成分の一つ。グルコースが鎖状につながったもの。) 

機能性 (効果 ) 

 アミロースは同じくでんぷんの主な成分である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おり、高アミロース米の食後血糖値上昇抑制効果につ

いては数多く報告されている 

品 種 の 特 性 

 米の用途拡大のため開発された粘りの少ない品種 

 アミロース含有量は、コシヒカリの含有量 17.5%に対して、「越のかおり」の含

有量 33.1%と高い値である 

 アミロース含有量が高いため、麺に加工した場合に麺離れが良い商品の開発

が可能 

     

      出所)農研機構 

商 品 形 態 

 米生麺(クイッティオ)を開発し、各種外食メニューへ展開 

 クイッティオ ナーム(汁麺) 

 クイッティオ トムヤム(トムヤムスープ麺) 

 ”パッタイ”(炒め麺) 

 

越のかおりの商品形態 

分類 商品形態 

青果 － 

粉類・糖類 － 

缶・瓶詰類 － 

農産加工品 － 

めん・パン類 クイッティオ(生米麺) 

調味料等 － 

菓子類 － 
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飲料 － 

その他 － 

※2017年 12月現在 

 

  

出所)㈱ミールワークスフーズ 

商 品 上 市 

に 関 す る 経 緯 

 

年月 取組 

2009.2 上越米粉研究会(以下、「研究会」)発足 

2009.4 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(米粉・飼料

用米法)公布 (2009.7施行) 

2009-10頃 「越のかおり」の栽培、「越のかおり」を原料とする米粉製品の

実用化 

2010 フードアクションニッポン入賞(自然芋そば/「越のかおり」を原

料とする米粉製品の実用化) 

2011-13頃 販路開拓が振るわず作付けをしなくなり、研究会の活動が

休眠状態 

2014 ・ミールワークスフーズが米生麺製造のため、自然芋そばの施

設を見学。再作付け・機械稼働を要望 

・半年かけて試作を重ね、米生麺を開発 

2015 ・生産量 20t。コカレストラン&マンゴツリーにて2カ月間特製

生米麺フェアを開催 

・試験導入開始 

2016 生産量 60t。「クイッティオ」業務用販売開始 

2017 生産量225t(作付面積38ha)。生米麺「製麺ライン」の増

設、生米麺生産量を約 2.5倍に増強 
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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 

統括機関 ㈱ミールワークスフーズ 

研究機関/種苗メーカー 農研機構中央農業総合研究センター北陸研究セン

ター 

農業生産者 上越米粉研究会(上越地区の農家 12軒) 

地方公共団体 上越市役所 

流通 ─ 

食品加工 ㈱自然芋そば 

飲食、小売り ㈱ミールワークス、アジアン料理店等 

 ㈱ミールワークスフーズがマーケットイン発想から、既存の上越米粉研究会の

バリューチェーンを基盤に、新たなバリューチェーンの再構築を行った 
 

生 産 の 状 況 

 

出所)㈱ミールワークスフーズ資料 
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(2) プレイヤー 

 

① 統括機関 

㈱ミールワークスフーズ(以下、「ミール社」)が、「越のかおり」バリューチェーンの統括機関

的位置づけを担っている。同社はタイ料理店等を展開する外食事業グループであり、タイ

本場の生米麺と同等の食感・味覚の麺を日本国内でも提供すべく、生米麺に適する品

種や製麺機械を長年探し求めてきた。この過程で、「越のかおり」とともに、㈱自然芋そば

の製麺装置情報をインターネットで入手、現地工場に視察に赴いた。 

上越では、後述する上越米粉研究会の取組の一環で、既にプロダクトアウトの「越のか

おり」バリューチェーンが構築されていた。ミール社は、既存のバリューチェーンの各プレイヤー

に、生産量の全量買取やプロフィットシェアを提案、越のかおりを活用した生米麺普及のバ

リューチェーンを再構築した。 

 

② 主な協力機関 

上越米粉研究会は、「米の新用途への利用促進」政策の流れを受け、2009 年上越

地区の農家 12 軒が設立した。同研究会は、新規需要米として米粉麺用「越のかおり」

の生産を開始していたが、2011年頃からは販路開拓がふるわず、ほとんど作付けを行って

いなかったが、ミール社の提案を受け、2014 年から「越のかおり」の作付けを再開、2017

年現在は 230tの作付けまで拡大している。 

㈱自然芋そばは、上越市にて蕎麦を中心とした麺類を製造・販売している。上越で上

越米粉研究会を中心とした「米の新用途への利用促進」を検討するにあたり、製麺加工

機能を担った。米粉・飼料用米法に基づく助成金を活用し、長粒米に適する製麺機をタ

イから輸入、2011 年以降製麺機はほとんど稼働していなかったが、ミール社の提案を受

け、2014年から稼働を再開した。 

上越市は、「越のかおり」の生産者の取組に係る交付金の予算配分の維持や、ミール

社の第 2 製麺ラインの新設資金のための補正予算の確保等、金融支援面で大きな役

割を果たしている。また、広報の観点では、様々なフォーラムへの参加や出展をサポートし、

販路開拓・普及機会を提供した。 

 

③ プレイヤーを取り巻く状況①(政策の方向性) 

2009 年 4 月、米穀の新用途への利用の推進に関する法律(米粉・飼料用米法)が

公布された(施行は 2009年 7月)。同法の下で、米穀の新用途への利用を促進するた

め、米穀の生産者とその加工品の製造事業者が連携した取組に関する計画等の実施に

あたり、支援措置が講じられた。この流れを受けて、「越のかおり」バリューチェーンが構築さ

れた。 
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現在、米粉用米の生産拡大施策の一環として、戦略作物生産拡大支援事業では、

米粉の用途別基準に即した米粉の商品化やノングルテン米粉等、今後の需要拡大に有

望な新たな米粉製品開発の取組を支援している。 

さらに、従来の米粉麺に適した品種を活用した製品開発に加えて、近年はグルテンフリ

ーや難消化性等高アミロース米の健康機能に着目した製品開発にも支援の機運が高ま

っている。 

 

④ プレイヤーを取り巻く状況②(市場環境) 

ミールワークスグループがタイ料理店の営業を開始した 1992 年頃、日本国内における

タイ料理店舗数はまだ少なく、本場タイ料理の味覚が消費者に普及しているとは言い難

かったが、近年、日本国内においてタイ料理は日常食化してきている。調査時点で、全国

で約 2,300軒のタイ料理店が存在するという情報もある。 

タイ料理が日本人に身近になってきた市場環境に加え、アレルギー対応や消費者の健

康志向意識の高まりを受けて、グルテンフリーや難消化性のメニューを求める顧客も、徐々

にではあるが増加傾向にある。海外のグルテンフリー食品市場規模を見ると、米国では

2016年時点において約50億ドルの市場を持ち、年率28％以上の成長を遂げている。

欧州では、2013年時点で約 11億ドルの市場規模で、2018年まで年平均 10.6％の

市場拡大が予想されている。6 

 

(3) 機能性を持たせるための技術・ノウハウ 

 

① 種苗 

「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

高アミロース米の品種である。 

米のでんぷんはアミロースとアミロペクチンから構成され、アミロース比率が高い性質のもの

を高アミロース米という。アミロースとアミロペクチンは、分子構造に違いがあり、アミロースは

鎖状、アミロペクチンは枝分かれしている。分子の先端部から消化されるため、鎖状で 2 か

所の先端部しかないアミロースは、多くの先端部を有する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。 

このような特性を持つ高アミロース米は、消化によるでんぷんの糖への分解に時間を要

するため、食後の血糖値上昇を緩やかにする食後血糖値上昇抑制効果について、数多

く報告されている。 

 

                                         
6  農林水産省資料「米をめぐる関係資料」(平成 29年 11月)P89「米粉によるグルテンフリー食品市場の取り込みに向けて― 欧米

のグルテンフリー食品市場規模(日本貿易振興機構調べ)」参照 
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「越のかおり」の栽培に適したエリアは北陸・関東である。「越のかおり」は、寒冷地南部

では中生の早に属する粳種で、日本型、やや短稈、偏穂重型といった特徴を持つ高アミ

ロース米の製麺用品種である。製麺時の麺離れが良く、麺への加工適性が高い。白米の

アミロース含量は、「キヌヒカリ」、「コシヒカリ」より 15 ポイント程度高く、麺に加工した場合

に茹でてもとけにくく、麺離れが良く、商品化が可能である。 

 

② 流通・加工 

㈱自然芋そばの有する製麺機で製造する米麺は、餅を作るように機械に平らに敷き詰

めてから、蒸して生地を作り、麺形にカットする。小麦麺の製麺機は生地を生でつくり、種

として製麺機に入れるため、製麺のアプローチが異なる。 

ミール社の知見を活用し、「越のかおり」と㈱自然芋そばの製麺機を用いて、本場タイの

生米麺を念頭に成分量や水分量を調整し、本場にほぼ近い品質の麺を開発した。 

なお、新規需要米認定の場合は 1・2 等級の品質が求められるが、加工用米のため、

蛋白や色の白さ、アミロース含有量(何%以上)等、新たな規格の設定や既存の規格の

適用をしているわけではない。 

 

(4) ビジネスモデル 

 

① 「越のかおり」を活用した生米麺普及のコンソーシアム体制 

 

図表 2-3 生米麺普及の体制 
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生米麺普及の体制は図表 2-3 のとおりである。ミール社は、「越のかおり」の全量買取

とコンソーシアム構成員への収益配分を行っている。 

収益配分の最適化のため、生産者と製造者の青色申告書や決算書の提供を受け、

収益構造を把握し、分析を行い、取引価格の策定等を実施している。ミール社も販売者

として、生産者や製造者に収益構造を開示することで、信頼関係を構築している。 

また、信頼関係構築過程において、毎月のように産地を訪問、打合せを重ねたり、産

地から関係者を東京に招いたり、共にタイ現地視察を実施したりする等、粘り強い取組が

あったことも付記しておく。 

 

(5) プロモーション 

上越市は、様々なフォーラムへの参加や出展をサポートし、販路開拓の機会を提供したり、

ミール社が外食店の生米麺フェアや産地見学会等を企画・実施したりしている。 

 

(6) バリューチェーン構築の成功要因(KFS：Key for Success) 

 

① 事業リスクへの対応 

 

ア）統括機関の役割 

生米麺の販路提供と消費者嗜好等のマーケット情報の提供という二つの機能を担

いつつ、生産者、製造業者との協力関係を構築し、生米麺普及のバリューチェーンが

実現した。ミール社の商品化ニーズと「越のかおり」の特性、並びに、製造装置が相応

した事例であるが、出口(販売先)の確保が生産者、製造業者にもたらした影響を鑑

みるに、事業リスク上、統括機関の果たした役割は、一つの大きな成功要因といえよう。 

 

イ）自治体の積極的な支援 

上越市や新潟県は、自治体の議会への働きかけ、米政策に関する国の補助事業

や助成金の情報収集と積極的な活用を通じて、生産者や事業者を支援するための

予算獲得に大きな役割を果たした。 

例えば、水田転作への支援措置である産地交付金は 2018 年産から見直され、

産地主体の需給調整に転換する流れがある。こうした流れであっても、高アミロース米

等の新規需要米であれば、産地交付金やその追加配分に該当する。このように、自

治体が粘り強い折衝を担当し、「越のかおり」の需要推進活動を資金面から支援する

機能があった。 

また、製麺工場の設備投資(製麺ライン)についても、約 1 億円の補助を獲得する

等、資金面において自治体が果たした役割は大きい。 
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② 生産者の収益及びモチベーションの向上 

 

ア）新規需要米の収益向上 

米の生産調整が 2018 年に撤廃されるなか、新規需要米は、減反した畑・田でも

作付け出来、補助金の交付を受けることが可能である。新規需要米は飼料用米以

上に収益率が高い。生米麺の需要も安定的に高まっており、生産量も 2015年 20t、

2016年 60t と 3倍に増産、2017年には 225t に達し、成長軌道に乗っている。 

 

イ）消費者の評価・反応がもたらす生産者のモチベーション 

飼料用米と米麺用の米、どちらも同じ加工用米であるが、生産者のモチベーション

が異なる。消費者の評価・反応が見える米麺用は、生産者が丹精込めて生産に携

わり、年々高収量・高品質に改良され、それが消費者の高い評価を受けるという、好

循環が出来上がっている。 

 

③ マーケット戦略 

 

ア）グループ店舗以外への生米麺の提供 

ミール社は、タイ料理店舗だけでなく、ベトナム料理レストランへの卸売、インターネッ

トの小売販売等、生米麺の販路を着実に広げている。グループ店舗だけでなく、エスニッ

ク料理や中華料理店舗も含めて、需要の拡大が図られている。 

 

イ）タイ現地訪問経験のある顧客層からの評価 

タイ現地への渡航経験や駐在経験のある顧客層は、従来日本のタイ料理店で提

供されてきた乾燥米麺と生米麺の違いを理解しやすい。こうした顧客層から、生米麺

は高い評価を受けており、プロモーション活動等にも活用している。 

 

(7) 今後のさらなる発展に向けた課題や取組 

 

① 広域連合組織との連携 

本取組を農業関係の連合組織(以下、A 団体)が注目している。A 団体とミール社の

共同事業体を設立し、資本関係も含めた店舗展開等の構想もあるようだ。 

ミール社からは、他の農産物でも、同様のバリューチェーンが構築できる可能性があり、A

団体が統括機関に近い立場で参画すると、バリューチェーンが上手く回り始めるかもしれな

いとの意見があった。 
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② 健康効果の訴求方法 

外食時に顧客が求めることは、非日常の美味しさや楽しさが基本であり、そこに水を差

すような表現はあまり欲していない。小売では日常の購買の中で健康に良いニーズもある

かもしれないが、空間も含めた外食の中で「難消化性」というキーワードが消費者に響くか

は分からないとの意見があった。 

一方で、健康関係の表現や情報を欲する顧客も増加傾向にある。グルテンフリーや難

消化性というキーワードが少し認知され始めたこともあり、注文時に顧客が認知している場

合は情報提供し、詳細を知りたい人には Web 等に誘導することが有効ではとの意見もあ

った。 

現実的に、外食の場で顧客に対して提供できる機能性関係の情報量は限られている

ことから、政府によるグルテンフリーや難消化性の知識と言葉の啓蒙により、一般消費者が

自然と単語だけでも反応するような取組が、地道ではあるが効果的であると考えられる。 

 

③ 「上越モデル」の国内展開 

生米麺の普及・展開が全国的な「ブーム」につながれば、年間 8 万トン近い米需要の

減少に歯止めをかけるきっかけとなる可能性があると、関係者は感じ始めている。 

需要側に関しては、既にミール社グループ店舗以外にも、エスニック、中華、ベトナム等

の料理店への需要拡大を検討する段階に入っている。生産側でも、自治体等が生産者・

製造者・販売者に働きかけて商流の構築とともに生産量の拡大を図ることは不可能では

ない。 

ミール社は、需要の拡大とともに原料確保の観点から、上越のモデルケースを他団体

(生産地)に展開していきたいと考えている。そのため、米麺事業連携図を他自治体に持

参し、事業運営の傍ら、啓蒙・普及活動にも取り組んでいる。現在、複数の自治体が関

心を示しており、将来的には事例が事例を創出する状況を目指している。 
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2.2.3. こいくれない(にんじん、NK アグリ株式会社) 

 

(1) 基本情報 

種苗開発機関  タキイ種苗㈱ 

生 産 者 
 7都道府県 50生産者 

 例)㈱YANAGIDA FARM(千葉)、小杉農園(宮崎) 

機能性関与成分  リコピン(カロテノイドの一種。赤い色素成分。) 

機能性 (効果 ) 

 リコピンは、血中 HDL(善玉)コレステロールを増やす働き、血圧が高めの方の

健康な血圧をサポートする機能があることが報告されている 

出所)消費者庁ホームページ。リコピンを機能性関与成分として機能性表示

食品登録届出済みの商品の表示より。 

機能性表示食品 

 生鮮品での機能性表示食品登録を検討中 

 生鮮品のリコピン含有量保証が可能な段階 

 2016年度産の「こいくれない」から栄養機能表示(ビタミン A)を実施 

品 種 の 特 性 

※「こいくれない」は「京くれない」という品種を㈱NK アグリが栽培管理したブランド

である。 

 「京くれない」は金時にんじんと西洋にんじん(五寸にんじん)を掛け合わせた品種 

 トマトの成分として有名なリコピンを多く含有する濃い赤色のにんじん 

 甘味が強く、にんじん臭が少ない 

 栽培が難しく収穫量や見た目の揃いの点では通常のにんじんに劣る 

 

出所)NK アグリ㈱ホームページ 

商 品 形 態 

 生鮮品/NK アグリ㈱ 

 リコピンにんじん「こいくれない」(生鮮の袋詰め) 2本 1袋/198円 

 しりしり(お惣菜) 

 加工品/日本製粉㈱ 

 ジュース「濃恋野菜こいくれない」 160g/302円 

 業務用の冷凍野菜ペースト「NP ベジペースト にんじん」 1袋

500g/500円 
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出所)NK アグリ㈱資料        出所)日本製粉㈱ホームページ 

 

こいくれないの商品形態 

分類 商品形態 

青果 にんじん(NK アグリ「こいくれない」) 

粉類・糖類 － 

缶・瓶詰類 － 

農産加工品 冷凍野菜ペースト(日本製粉「NP ベジペースト にんじん) 

めん・パン類 － 

調味料等 － 

菓子類 ケーキ(ローソン「にんじんのふわふわシフォン~こいくれない～) 

飲料 ジュース(日本製粉「濃恋野菜こいくれない」) 

その他 お総菜(「ポタージュ」、「スティック揚げ」、「しりしり]) 

※期間限定の商品含む  

商 品 上 市 

に 関 す る 経 緯 

 

年月 取組 

2009.11 ノーリツ鋼機の社内ベンチャーとして、新会社の NK アグリ㈱

を設立 

2011頃~ 

 

NK アグリ㈱が県域を越えた生産者の栽培作物を集出荷す

る産地リレー体制を推進 

2013.7 農研機構「機能性を持つ農林水産物・食品開発プロジェク

ト」に「こいくれないプロジェクト」が採択される。5 大学・1 企

業との共同研究 

2014.11 リコピンにんじん「こいくれない」試験販売 

2015.3 農林水産省「農林水産業の革新的技術緊急展開事業」

に採択される 

2015.10 全国で「こいくれない」の流通開始 

2016.11 露地野菜として初の栄養機能表示を開始 
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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 

統括機関 NK アグリ㈱ 

研究機関/種苗メーカー 京都府立医科大学、東京大学、神奈川県立保健

福祉大/タキイ種苗㈱ 

農業生産者 7都道府県 50生産者 

産地形成 商系の出荷団体、資材会社、小売りバイヤー等 

流通 NK アグリ㈱ 

食品加工 日本製粉㈱ 

飲食、小売り 量販店(カスミ、オークワ、平和堂等) 

 NK アグリ㈱が提携先の農業生産者から生鮮品を全量買取、和歌山の集

出荷施設で抜き取り検査を実施し、生鮮段階のリコピン含有量を保証して

量販店等へ販売している 
 

生 産 の 状 況 
• 29年度見通し：作付面積 35ha、生産量 850t(予定) 

• 28年度実績：作付面積 18ha、生産量 340t 
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(2) プレイヤー 

 

① 統括機関 

NK アグリ㈱(以下、「NKA」)は野菜出荷事業者として、高リコピンにんじん「こいくれな

い」の供給体制を確保するため、全国 7 都道府県にまたがる周年出荷リレー体制を整備

し、約 6 カ月間にわたり約 40 社の量販店、30 都道府県への供給を可能とする流通網

を構築した。加えて、約 50 人の生産者に対して、ICT による最適な栽培管理・収穫予

測技術に関する支援、「こいくれない」の生産効率や品質のさらなる安定に取り組んでいる。 

同社は非破壊のリコピン検査機を開発し、「こいくれない」の生鮮品の集出荷段階にお

けるリコピン含有量を保証する体制を構築済である。現在、リコピンの強調表示等の効果

の検証とともに、機能性表示食品登録を検討中である。 

 

② 主な協力機関 

商品開発については、商品化に向けた研究開発段階から、NKA は日本製粉㈱と協

力体制を組み、生鮮品としての販売に加え、「こいくれない」を使った加工飲料等を開発し

た。日本製粉㈱はジュース「濃恋野菜こいくれない」や業務用の冷凍野菜ペースト「NP ベ

ジペーストにんじん」を上市済である。 

販売促進については、一般消費者向けの「こいくれない」プロモーションのため、野菜ソム

リエ等の情報発信力のある専門家と協力し、販促イベントを量販店等で実施している。 

産地形成については、商系の出荷団体、資材会社、小売のバイヤー等を通して各産

地の有力な生産者の紹介を受け、生産量を拡大している。 

 

③ プレイヤーを取り巻く状況①(市場や小売業界の反応)  

平成 28 年度の「こいくれない」市場規模は約 1 億円、平成 29 年度においては、生

鮮のみで約 3 億円の市場規模に成長する見通しである。前述のような加工食品も複数

上市されており、すでにバリューチェーンが構築されている。保健機能の表示の観点では、

2016年 9月から栄養機能食品(ビタミン A)として販売中である。 

一方で、近年、小売業界等においても価格比較サイトにより簡単に最低価格を調べる

ことができる等、他店との差別化が難しくなっている。こうした状況の中、価格以外の要因

による差別化を図る一環として、健康を切り口としたプロモーションを行う場合がある。 

 

④ プレイヤーを取り巻く状況②(機能性表示食品制度の規制改革への対応)  

機能性表示食品への生鮮品の登録は平成 30 年 3 月 7 日時点で 14 件にとどまっ

ている。このような状況を改善すべく、規制改革推進会議の「規制改革推進に関する第

1次答申~明日への扉を開く~」には、「平成29年度中に生鮮食品の機能性表示食品
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制度の活用促進のための施策を検討し、結論を得次第、平成 30 年度に必要な措置を

講じる」旨が明記された。 

このような措置が講じられた結果、従来登録がなされていた事項について差戻しが生じ

るような状況となれば、新たな制度への対応に要するコストが追加的に発生するとともに、

販売戦略の再検討を要することとなる点、懸念する声がある。 

調査過程において、機能性表示食品登録の検討を行っている事業者から、生鮮品に

よる機能性表示食品の登録届出のタイミングを慎重に検討せざるを得ないとの意見があっ

た。 

 

(3) 機能性を持たせるための技術・ノウハウ 

 

① 種苗 

タキイ種苗㈱が 2013年に発売した「京くれない」という品種を採用し、NKA が栽培管

理まで実施しリコピン含有量を保証したブランドが「こいくれない」である。 

「京くれない」は、金時にんじんと五寸にんじんの中間型で、根色が鮮やかな赤色の夏ま

き専用種である。五寸にんじんよりやや長く、適期栽培では 20-22cm程度になる。金時

にんじんのリコピンと西洋にんじんに含まれるカロテンの両方をバランスよく備えている。 

にんじん臭が少なく生でも甘味を感じるため、生食から加熱調理まで幅広く利用できる。 

 

② 育種・生産(機能性関与成分変化の要因に基づく栽培管理支援)  

NKAは、様々な圃場や条件下で「こいくれない」を2年間栽培し、栽培期間中の環境

条件とサイズやリコピン・β-カロテン等カロテノイド含有量の関係について研究を行ってきた。

研究結果に基づき、有効積算温度等の KPI計測に ICTを活用し、生産者の栽培管理

を支援している。 

 

③ 流通・加工(リコピン含有量による規格化)  

一般的なにんじんの選果は、形状・シミの有無等「見た目」が基準となる。一方、「こいく

れない」の選果基準は、このような従来の選果基準に加え、色素成分のリコピン含有量も

採用し、出荷基準にカラーチャートを用いている。 

さらに、成分を表示して販売するために、NKA は筑波大学と共同で「こいくれない」のリ

コピン量を非破壊で測定するシステムを構築し、抜き取り検査法を現場に実装している。 

規格を満たしたにんじんのなかで、比較的形の良いものを生鮮用とし、それ以外を「こい

くれない」の加工用として取り扱っている。 
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(4) ビジネスモデル 

 

① 統括機関による品質管理・流通網の構築 

NKAは、機能性表示食品登録をブランド構築手法の一つとして考えている。登録に要

するイニシャルコストは同社が負担する方針である。バリューチェーンにおいては、同社が生

産者から生鮮品を購入、袋詰めして量販店に販売しており、従来の農業団体や卸売事

業者の役割を担っている。 

 

② リコピン含有量の規格に合わせた販売価格の設定 

過去の販売経験やバイヤーに対するヒアリング結果から、消費者は青果物の購買に際して、

一袋あたり200円を超えると割高感が生じ、購買意欲が減退する7という示唆が得られた。 

「こいくれない」は通常のにんじんの 1.5 倍程度の単価で店頭販売をしているが、このよ

うな消費者心理を踏まえ、袋詰めの量を調整し、250 グラムで希望小売価格を高くても

198円の設定にしている。 

 

③ 単価提示と全量買取 

農業界では珍しく事前に単価を提示し、加工用も含めて一般より少し高値で全量買

取を実施している。 

 

(5) プロモーション 

NKA は、POP 等店頭での差別化ツールを自社で作成する等、野菜出荷事業者の中で

は独自の取組を展開している。市場流通経路も存在するが、同社が量販店のバイヤーと店

頭設置まで相談する相対取引形態が多い。その場合、同社が量販店に対して、店頭設置

後のパッケージや袋詰め、価格設定、POP等を提供することが多い。 

 

(6) バリューチェーン構築の成功要因(KFS：Key for Success) 

 

① 事業リスク 

NKA は統括機関として、6 か月間の供給体制を確立し、リコピン含有量の品質管理・

担保することで、大手事業者との安定的な取引を可能とした。 

 

② 機能性を理解した流通の構築 

「流通段階のリコピン含有量の保証」という価値を、加工業者や量販店に認識してもら

った上で、通常のにんじんと異なる対応を実現している。 

                                         
7 流通用語で「プライス・ライン」と表現する 
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例えば、サイズや形状の問題で生鮮として販売できないまでも、サイズや形状以外の品

質は問題ないものとして、価値をなるべく毀損させずに加工業者に販売している。他にも、

量販店のバイヤーに他店との差別化商品として店頭の売れ筋の場所への設置を後押しし、

POP 等の販促ツールを提供、消費者への「こいくれない」の価値訴求強化へつなげている。 

 

③ 基礎となる機能性情報の蓄積と活用 

7 都道府県を束ねたリコピン含有量のエビデンスを備え、栽培から流通まで一貫して品

質管理をすることで、生鮮段階におけるにんじんのリコピン含有量の保証と表示が可能とな

った。 

 

(7) 今後のさらなる発展に向けた課題や取組 

 

① 機能性表示食品登録の費用対効果の検討 

NKA は、機能性表示食品登録に要するシステマティックレビューを実施するには、総額

約 1,000 万から 2,000 万円の費用が必要となるであろうと予測している。事業者として

は、この投資と機能性表示食品登録による付加価値増が見合うかどうか検討する必要が

ある。 

 

② 調理・加工段階におけるリコピン含有量保証済みの商品開発 

生鮮段階の品質保証体制を整えている強みを生かし、次の段階として調理・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基にした商

品開発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。 

本事業の今年度の実証調査にて、「こいくれない」の調理・加工段階での機能性関与

成分量の確認、メニューや加工食品8の開発を実施したところである。詳細は、本報告書

「3.1.1 こいくれない」を参照。 

 

図表 2-4 商品開発例 

 

                                         
8 本年度成果として NKA と株式会社カスミとの間で「蒸し野菜」(図表 2-4)商品開発・上市を実現した。 
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2.3. 調査結果のまとめ 

機能性農産物に関する先進・優良取組事例に共通する要素として、以下の点が挙げられる。 

 

2.3.1. 先進・優良事例に共通する要素 

 

(1) コンソーシアムの組成 

機能性表示食品登録や、販売量の拡大のためには、集出荷や品質管理等供給体制の

確保、栽培方法や製造方法等規格対応、顧客ターゲットの明確化やセールスチャネルの確

保等の販売戦略等の機能が必要である。こうした機能は、生産者単独では対応できないため、

バリューチェーンの各機能を担うコンソーシアムの組成が不可欠であろう。そして、(2)に後述す

る、コンソーシアム構成員の利益共有が期待できる‘Big Picture’を描ける統括的機能を持っ

た事業者の参画が重要な条件となりそうだ。 

 

(2) 統括機関 

各事例とも、コンソーシアム組成をけん引する統括機関が存在し、構成員間の利害調整を

図り、機能性表示食品登録や事業拡大に向けた取組を行っている。 

大口需要家へのインタビューからは、供給量の確保とともにコンソーシアムが備えるバリューチ

ェーンの機能の充実が、取引検討において重視する要件となっている。大口需要家の需要喚

起のために、コンソーシアム単位でバリューチェーン機能を担保した統括機関が窓口となること、

需要起点の商品開発の一手段として機能性表示食品登録等の取組を推進していくことが一

つの流れになりそうだ 

 

図表 2-5 バリューチェーンの機能及び先進事例のバリューチェーン統括機能 
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さらに、大口需要家へのインタビューでは、機能性農産物等を活用した商品開発や取り扱

いを検討する重要な点として、以下が挙げられた。 

 取扱品目の安全性、並びに、機能性エビデンスの担保 

 現在の価格水準からの上昇訴求要因として「機能性」の価値の見込み 

 投資回収が可能と見込まれる継続的、かつ、安定的なロットの提供 

こうした点からも、コンソーシアム組成をけん引し、構成員の利害調整を図りつつ、大口需要

家や顧客との窓口となって、機能性表示食品登録や農産物需要拡大に向けた取組を推進

する統括機関の存在が重要であるといえるだろう。 

 

図表 2-6 大口需要家の機能性農産物等活用の視点 

 

 

(3) 消費者需要・関心から始まるバリューチェーンの組成 

先進・優良事例に共通するコンソーシアム組成の経緯として、統括機関が顧客ニーズに基

づく商品開発を企画し、その企画の実現に適する生産、集出荷、一次加工等の機能を探索、

コンソーシアム組成に至るケースが散見される。こうしたケースでは、商品企画や開発が顧客ニ

ーズに基づいているため、多数の小売量販店や外食店等、販売者の取扱いニーズのある商品

提供(出口)フローが実現しやすい。 

 

(4) 消費者の関心・ニーズに応じた訴求アプローチの検討 

消費者の関心・ニーズは商品や品目ごとに多様であり、各ニーズに応じた訴求アプローチの

選択が重要である。例えば、大麦(大麦効果)のように、消費者が健康効果に関心を持つ品
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目については、商品に健康効果表示を付加することは、訴求方法として有効な手段といえよう。 

 

一方で、生米麺(越のかおり)や、にんじん(こいくれない)を求める顧客のように、商品や品目

に対して、従来の品目と比較した「食味」に関心を寄せる消費者層も存在する。これらの商品

や品目は、健康効果を第一義に謳う訴求アプローチよりも、食感や味の特徴を重点的に消費

者に訴求し、付加的に健康効果やアレルギーに関心のある層に対して、機能性関与成分に

関する情報をキーワードレベルで提供することが有効であるという考え方もある。 

 

いずれにしても事例毎に消費者へのアプローチは様々である。健康効果、機能性を前面に

押し出すアプローチをとるか、農産物が持つ食味にさらに価値を付加する要素として健康効果、

機能性をアピールするかは、事例毎に適切に使い分けているようだ。 

 

2.3.2. さらなる市場発展のために準備・検討すべき要素 

また、先進・優良事例調査に加え、本年度事業全体を通じて、機能性農産物等を活用し

た商品の市場発展に向けて準備・検討すべき要素として、以下の点が明らかとなった。 

 

(1) 産地自治体の参画 

「大麦効果」の事例では、産地形成のための生産者とりまとめと、設備投資等目的の助成

金・補助金の獲得、需要拡大のためのイベント・フォーラム等を通じたマーケティング活動支援

等、上越市がコンソーシアム活動の継続に大きな効果をもたらした。 

これらの取組は、他の産地コンソーシアムにおける自治体の期待役割を示唆する事例といえ

よう。機能性農産物等のコンソーシアム構築において、自治体が果たす支援機能が大きくなる

ほど、機能性表示食品登録や事業拡大の加速が期待されるので、自治体の支援機能を強

化することが今後の課題の一つと言えよう。 

 

(2) 供給量増加に向けた対応 

各事例ともに顧客視点に基づいた商品を開発しており、現状の供給市場に加えて潜在的

な市場が見込まれる。潜在的市場の開拓に向けて、供給量の増加が求められるが、例えば、

大麦の場合、国産もち性大麦の需要に生産量が追いついておらず、メーカーは反収増を期待

している。 

供給量の増加に向けて、先進事例においては一定のリスクをとった対応を行っている。例え

ば、「こいくれない」であれば作付面積の増加、「越のかおり」であれは集出荷・加工設備の投

資を実施している。 

品種の生産量、市場規模、コンソーシアム組成状況にもよるが、追加投資が求められる場

合の需要予測と投資判断は難しい。特に、小規模な産地やコンソーシアムにおいては、事業
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が軌道に乗るまでの間の設備資金対応(ファイナンスリスク)、専門人材の一定期間派遣(レイ

バーリスク)、供給量買取契約(ビジネスリスク)等、リスク対応策を具体的に詰めるプロセスと対

応策を実行するための支援(ビジネスプランの策定)が重要である。 

 

図表 2-7 機能性表示食品登録ビジネスプラン 

 

 

(3) 機能性関与成分のキーワード普及 

各事例品種の機能性関与成分や健康効果は、一般消費者の認知度が比較的高い。

「大麦効果」はその健康効果にマスメディアの注目が集まり、「こいくれない」のリコピンは大手メ

ーカーの広報活動が浸透、トマトの健康成分として認知度を高めている。「越のかおり」は「グル

テンフリー」や「難消化性」のキーワードが、徐々に一般消費者に浸透し始めた段階である。 

機能性表示食品登録における健康効果の表示だけではなく、機能性関与成分のキーワー

ド自体の認知度向上も、消費者の機能性農産物等を活用した商品を選択する工夫の一つ

である。 

 

(4) 機能性表示食品登録における行政判断の整理 

現在、「機能性農産物」と呼ばれている品種等でも、「該当する機能性関与成分の含有

量が一般的な品種と比較して高い」という程度にとどまり、農産物由来の機能性関与成分の

継続摂取における人体への影響や調理・加工工程における成分量や性質の変化などの科学

的なエビデンスが担保されていない品種等が大半を占める。こうした現状を踏まえると、生鮮品

の機能性表示食品登録及び健康効果の表示はハードルが高い。 
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特に、生鮮の機能性表示食品登録については、関係省庁間で検討中の事項もあり、事業

者が届出を見送るケースが見られた。 

例えば、全量検査の要否、成分量のばらつきへの対応などの品質管理方針が関係省庁間

にて合意され、具体例などの情報提供がなされることで、生鮮の機能性表示食品登録を躊躇

していた事業者の届出検討を促進する可能性がある。 

また、食品表示以外にも、店頭や web サイト、アプリケーションなどの販促ツールについて許

容される栄養・機能性の表現方法(例；ロゴマーク)及び具体例を行政機関が提示することで、

機能性関与成分のキーワードの啓蒙の促進につながる可能性がある。 

 

  




