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[食品と医薬品の区分]

機能性食品の開発戦略

･薬事法第2条第1項

〜健康表示の内外動向を踏まえて〜

l Ej本薬局方に収められている物

名古屋文理大学
教授 清水俊雄

1.はじめに
2.日本

2人又は動物の疾病の診断.治療又は予防に使用される
ことが目的とされている物であって､器具器械でないもの(歯科
材料.医療用品及び衛生用晶を含む｡ )

3人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼ
すことが目的とされている物であって､器具器械でないもの

特定保健用食品､健康食品
3.海外

･食品衛生法第4条第1項
この法律で食品とは､すべての飲食物をいう｡但し､薬事法

に規定する医薬品及び医薬部外品は含まない｡

EU､ US､ Codex

4.今後の展望

→食品には医薬品の表示はできない
(食品の表示･薬事法により規制)

食品の健康表示制度
1消費者と生産者の双方に表示が必要｡
消費者簸る塩私(健康に関する正しい情報の入手)
生産者差足liiE(より良い商品‑開発の活性化)

薬事法の規制‑制度化の必要性
2

行政1991年に特定保健用食品として制度化

→日本が研究開発と制度化で世界の先駆け

食品の健康表示制度に基づく食品の分類
医薬品 含む) Drug 兢ｸﾉ(ｴ

Eﾉ

特定保健用食品
PDOdror

偉b

ｩLｩ

駅ｸｴ

ﾄﾆﾆ耗2

7

鰻

Eﾉ

V

鰻

ｭﾈ‑竰

&

B

FUF竰

2)申請と審査･許可
申請資料

評価(製品毎に個別評価)
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特定保健用食品審査のプロセス

特定保健用食品の制度
1)許可要件
食生活の改善が図られ健康の維持増進に寄与するこ
とが期待できるものであること｡
食品又は関与する成分について､保健の用途が医学･
栄養学的に明らかにされていること.

有効性(ヒトで
の科学的実証)

･栄養学的r=長生定できるものであること｡

食品又は関与する成分は､食経験からみて安全なもの
であること.

成分･定量評価

著しく損なったものでないこと｡

まれに食べられているものではなく､日常的に食べら
れている食品であること｡

畢剤型､カプセル型等を皿左Ll通常の形態をした
食品であること｡

食品又は成釧ま､専ら医薬品として使用されるもので
ないこと｡

[垂頭重牽‡昼中果高等l
消費者庁

食品又は関与する成分について適切な摂取量が医学

関与する成分は､次の事項が明らかにされていること
ア)物理化学的性状及び試験方法
イ)定性及び定I試験方法
同種の食品が一般に含有している栄養成分の組成を

内閣府食品安全委員会

削除(帥ol/04J

4)特定保健用食品の新制度(2005年)
1 )条件付き特定保健用食品

3)有効性の表示の範囲

(1 )基本的考え方科学的根拠のレベルが従来のトクホより低い場
合に条件文を付けて許可する｡
(2)許可表示: ｢00を含んでおり､根拠は必ずしも確立されていま

(ア)測定可能な体調の指標の維持及び改善
(自分で測定できる指梼あるいは健康診断で測定する指標)
r血糖値を正常に保つことを助けるo ｣､

｢体脂肪の分解を促進する｡ ∫

せんが､ △△に適して1,I‑る可庶任がある食品です｣

2)規格基準型特定保健用食品
(1 )基準の考え方多数の特定保健用食品が認められている

(イ)身体の生理機能･組織機能を良好に維持､改善
｢便通を良好にする｡ ｣､
rカルシュウムの吸収を高める｡ ｣

関与成分と保健の用途
(2)保健の用途｢おなかの調子を整える｣
関与成分3種の食物繊維と6種のオリゴ糖

3)疾病リスク低減表示
(ウ)身体の状態を本人が自覚でき､一時的であって

継続的･慢性的でない体調の変化の改善
｢肉体疲労を感じる方に役立つ｡ ｣

(1 )病気のリスクを低減する可能性ある食品成分
(2)食品成分と保健の用途rカルシウムと骨組黙症｣
｢葉酸と神経間閉鎖障害J

保健の用途の表示内容と保健機能成分
表示内管

食品

h6

する食品

する食品

ﾒ

ｲ

86ﾘ

ｸ5

抑える食品

適する食品

特定保健用食品の開発
1)有効性
(1) ln Vitro試験.スクリーニング

(2)動物試験.最小有効量と安全量､ドーズレスポンス
(3)用量設定試験
･最小有効量と安全量､ドーズレスポンス
(4)有効性書式鹸

(1 )被験者･正常高値者から疾病の境界域の者
(2)試験食原則として､申請する食品を用いるo

(3)試験実施方法統計学的有意差を確認する
に足りる方法(倫理委員会､ 2重盲験､ 3M)

(5)動物試験体内動態､メカニズム

2)安全性
(1)食経験と一般安全性書式験

食経験(量､頻度､期間､人口)を踏まえて､動物試験を
実施(最大安全量) 0

食経験が十分あれば一部動物試験は省略可能｡
(2)ヒト過剰摂取時の安全性

通常食晶として食べる量の3‑5倍の過剰量で確認｡
(3)ヒト長期安全性試験

12週間の投与試験が必要(有効性と兼ねる)
(4)体内動態､メカニズム
化合物の構造･代謝物を踏まえた動物試験で評価
年

柑99年

2001年

2003年

2005年

2007年

(財)日本健康栄養食品協会

2009年
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◆ビタミンEは､抗酸化作用により､体内の脂茸を酸化から守り､細胞

の健康維持を助ける栄養素です｡
◆ビタミンCは､皮drや粘膜の健康維持を助けるとともに､抗酎ヒ作用
を持つ栄養素です｡
◆ビタミンAは､夜間の視力の維持を助けます｡
ビタミンAは､皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です｡
◆ビタミンDは､腸管でのカルシウムの吸収を促進し,骨の形成を助け
る栄養素です｡
◆ビタミンBlは､炭水化物からのエネJL,ギ‑の産出と皮膚や粘膜の
健康維持を助ける栄養素です.

◆呈盗品'‑i+Tfiyit宕ン･心けン■は･丘Jt輔▲の
◆ビタミンB6は､たんばく芹からのエネルギーの産出と皮膚や粘膜の
健康維持を助ける栄養素ですQ
◆蓋塵は､赤血球の形成を助ける栄養素です

集塵は胎児の正常な発育に寄与する栄養素ですD
令ビタミンB12は､赤血球の形成を助ける栄養素です｡

栄養機能食品
(1)表示の基準

栄養素の土監値と下限値の範囲の条件､個々の
効果実証が不要な規格基準型｡届け出も不要D
(2)対象とする栄養素と表示の内容
(かcodexなど国際的整合性

(塾広く学会等で認知
(卦国民が分かりやすい

対象栄養素

◆カルシr)Aは､骨や歯の形成に必要な栄養素です｡
◆鉄は赤血球をつくるのに必要な栄養素です｡
◆マグネシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です｡
多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助

るとともに､血液循環を正常に保つのに必要な栄養
ですo

◆亜鉛は､味覚を正常に保つのに必要な栄養素です
皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素ですo ･たん
く質･核酸の代謝に関与して､健康の維持に役立つ
養素です｡
◆銀は､赤血球の形成を助ける栄養素です｡ ･多くの体

2001年4月12種類のビタミンと2種類のミネラル
2004年4月

ミネラルの栄養機能表示

内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける栄養素です｡

3種類のミネラル

いわゆる健康食品
1)種類(関連用語)

(2)食品機能の科学的根拠
試験の対象

(1 )ダイエタリーサプリメント
usダイ工タリーサプリント健康教育法(DSHEA)
｢ビタミン.ミネラル､ハーブ､アミノ酸または食生活全体

を補う目的で摂取する食品成分で､カプセル､錠剤､液
体､粉末､ソフトゲルの形態をしているもの｣

(2)栄養補助食品
ダイ工タリーサプリメントの訳で､主に､カプセル､錠剤な

どの一般の食品形態でない一群の食品で健康機能を有
する食品に対して用いられるが､法律的な用語ではないo
(健康補助食品)

こも学問的にも定義されていないo
機能､疾病に関する健康表示はできない｡

2)いわゆる健康食品の開発
(1 )製品のチェックポイント

義̲:i

梢水俊雄丁食品機能の制度と科学｣ (同文脊院､ 2006)

EU食品安全白書(wh.te Pa,e,.n Food Safety)

BSEなどの問題を受けて発表(2000年1月)
(D｢農場から食卓まで｣の全ての分野での法制度の確立
科学的な助言をする独立した機関の設立を宣言o
→EFSAの設立(parma, 2002年1月)

蛋

数の素材の混合.他の成分との相互作用
造工程での素材成分の変化
(加熱､化学反応､不純物混入など)

.鮒の有効性.安全性のtt町■P

②｢消費者は食品の品質と含有成釧こついての情報
を知る権利があり､それによりInformed ChoICe

が可能となるC ｣

ー健康･栄養表示法(2007年施行)
憧嘗督戦舶‑(2001年頒‑)に影響 : =,WqTM轡
r消費者に十分な情報を与えて､消費者自らが選択する｣ .

栄養･健康表示法(Regulation) 2007年制定

1)基本表示
表示の種類

(製品) (申請表示) (評価結果)

ビタミン
(ﾈﾊHﾈﾈ唯 根拠は確立されていると判断された.義
日ー2
ﾈｴ Eﾈ査鰓 現としてrビタミンB12は正常な赤血球の
形成に寄与します｣

剴燉e

機能表示(13条) 丿ﾙzxｴ EﾉUﾈ鹵 2 既に確立し､異譲のない科
条‑1) 乂y4俑ｨｹ(,舒 8*ﾘﾉ(ﾔ餠ﾂ
(D身体の成長､機能 関連 (診心理.行動関連

エネルギー

ﾆ 猛 慕

新規機能表示(13

hｴｸ,ﾈ怦ｧy4們

エネルギー産生代謝については根拠が

代謝/細胞 確立されていると判断された｡表現とし

蟹<i

への正常な て｢マグネシウムは正常なエネルギー代
柳に寄与します｣

エネルギー

(参体重調節関連 估ふR 権T一夕を含む実証に基 づく健康表示

供給

疾病リスク低減表示(14条) 剋ｾ病のリスク又は疾病の
進行のリスクを低減するこ とにBる表示
小児関連表示(ー4条) 剌ｬ児の健康に関する表示
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康表示をするための義務表示
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表示栄養素EFSAが指針作成
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摂取推奨量と実際の摂取量が大きく異なる栄養素
①含有量の範囲を設定
②含有量の表示
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歯､軟骨､歯茎､皮膚､血管の正常な機能に寄与します
｣｢神経系の正常な機能に寄与します｣｢免疫系の正常
な機能に寄与します｣r激しい運動中および運動後の免

現在の検討されているNutrient ProfiFe指定栄養素

①過剰摂取の栄養素飽和脂肪酸､ナトリウム
②摂取不足の栄養素.食物繊維､高度不飽和脂肪酸

疫系の正常な機能を維持するのに寄与します｣｢非ヘム
鉄の吸収を高めますJr正常なエネルギ‑産生代謝に寄
与します｣

一般機能表示としては根拠.因果関係が不十分な健康表示
成分
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新規機能表示の評価結果
リノール酸

(製品)

(健康表示) (評価結果)
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機能性食品における
最新の注目成分とは
UBMメディア株式会社
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『食品と開発』編集部
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(樵)日本政策金l牡公庫 平成22年度第1回消費者動向等調査

守(当.,,轟Ti.I. ･̲川､ :∩.<[両

抽重責･享i

書庶出向

性Sfはお肉

事件LJJ油

甘便化も内

(株)E]本政策金融公庫

安生巻向

En正も向

ゲイエyト古内

棚い

平成22年度第1回消費者動向等調査
L
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Ii l呈■ lLさを請等*E,7%JLkD#､品品㌔
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■舘千品讐警鼠蒜■L&).L需品晶､
フコキサンチン

ー賢覧‑fl:憲軒+'i Lso描掃㍍
'アイケ7‑‑ビルベリー､ルテイン･カシス浄
○その他

命/iL痕･一･ショウガ

肝機能‑･ウコン

■ l+ミ

●骨‑Ca､ Mg､コラーゲン､ VK2､ VD､

ヘスペリジン､イソブラボン､梅

ウナギ骨 ほか
●関都‑ゲルコサミン､コラーゲン､
コンドロイチン､ヒアルロン酸､
SAMe､ MSM､キャッツクロー､

オリーブ抽出物 ほか
●徽カープロテイン､ VD

ほか

/儲か

‑‑

ビルベリー､クランベリー､エルダーペリー､

■運動器の障害のために要介護となる危険
性の高い状態をいう｡ロコモティブは運
動等の意味｡運動器とは､筋･骨格･神

ボイスンベリー､ゴジベリー､アロニア､
アサイ一､グァバ､コケモモ､ライチ､ザクロ､
マンゴスチン､ノ二､サージ､スターフルーツ､

経系の総称｡

ヤマモモ､バオバブ､
桑の実

■平成19年に日本ロコモティブシンドロー

ム研究会が発足
■本格的な高齢社会を前に､要介護になら
ないため､運動機能の維持を提言
‑主に運動による
･.キ

(抗酸化活性が高い
フルーツ素材)

<問題点>

･ ORAC値は生体への機能性を表したものではない
･言草筆者への抗酸化表示･ ORAC値の意味の啓蒙が

●原料が､なじみのある食品であること
(健康イメージがもともとある食品ならよりベ

必要

ター)

<期待と展望>

●体感できること
(便秘改善､冷え症､肌､強壮)
●医薬品がない(疾病にまでいかない)領域に効
果があること
(例.関節痛､更年期症状､目の疲れ)
●機能が身体の部位に特定でき､わかりやすいこ

･抗酸化表示･ ORAC値により､

野菜や果物の新たな価値を付加で

きる鱒

鰭糟釜呈謂哲警男君蒜苧鮎畠払琵宗

訴求し易くなる

と( ｢あれもこれも｣にならないこと)
̲̲̲̲̲̲̲̲̲一････.lll.lll.二二･･･････.lll.･.三≡≡二==二二

日本人は機能(薬効)好き?
‑欧米は機能より栄養優先

②健康な体をつくる
*食品は機能の前に､体をつくる必要成分として
の位置づけが必要

(医食同源思想から来ているのか､
栄養政策の遅れから来ているのか)

機能性表示ができない中でどのように訴求するか
健康食品･機能性食品の原点を振り返る
①不足している成分を補う⇒

e.gカルシウム‑一骨､ビタミンD一骨､
鉄‑血､コラ‑ゲン‑【肌､

負

アミノ酸‑筋肉､リン脂質一細胞膜､

エラスチンー血管

*休に必要な成分としての位置づけをベースに機
能性情報を付加⇒̲畢劉三重̲りすぎない

俊)健康な体をつくる⇒

llllllllll■‑

l
①不足している成分を補う
☆加工の過程で失われた成分
e.g.ビタミン､ミネラル､食物繊臥ポリ
フェノール､コラ‑ゲン､エラステンな

ど動植物の皮や骨､内臓
☆老化により体内合成が鈍り不足する成分
e息CoQIO､ゲルタチ軒ン､ α‑リボ酸

スクワレン

鴨挿,iF･r'.]…附:I:i十I
l弥b.安全

おいしさ

2黒豆､雑穀､酢､青汁〜

⇒食榔こよる差別化
3低カロリー､低塩､低糖〜

⇒栄養成鮒こよる差別化

4機能性
⇒機能性成分付加による差別化

Il.紬赤堀動向l
バイオ産業の国内市場規模の推移

ウ冠品漬産業局

●バイオ産集は成長産業(10年間で3 1胤この間GDPの伸びは1 1%)
〔兆円)

回内パ(1朋辿淑6占

Ea化学品その他
Lりソール1n也
4tF1

.

U1‑ビス

棚闘｣〓=盛棚

..L■

L)Lh tt

北簿遭/(イカ蒼叢の串嶋動向t.今韓の解甜

rLQ

〜北海道バイオ産業の現状と北海道バイオ産業成長戦略〜

州irL l…

州耶 ∩Al雷‥

洲田Ll:.

1 6兆円

円開
閲 [〓=〓=鹿乱m

ー1 日. ‑

輿.LI.;rrl;

雷■榊
平成22年9月7日(火)

経済産業省北海道経済産業局
JTイオ産業課長 多田相克

匂

(参考)バイオテクノロジー関連市場の規模と内訳

本日の内容
7.我が国の市塙動向
2.北海道Itイオ産業の現状

3.北海道/(イオ産業成長戦時
4.健康食品(機能性食品)の今後の展望

現在の特定探偵用食品の市場規模は約6800倍Iq

その他の健懐食品の御嵩

規模は的l兆1 350億円と推測されるや
他円
HlY

≠〃l■

7 000
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(参考)特定保健用食品(トクホ)の市場動向
(秩)富士経済r特定保健用食品の市場動向調査結果(2010/8/24) )から

<201 0年市場見込み>
+全体3, 270塘円､ 3年連蛙マイ±基底長のれ高血圧予防･コレステロール値改善

の2分野は好調
4高血圧予防分野148億円

前年比8 8%壇発売3年の胡麻麦茶好調が牽引

●コL/ステロール確改善分封161億円

前年比1 9%噂

健康油が好買掛こ

くgl査招集の冊辛>

特定促佐用食品効能分野別布tB推移
効絶分軒 gF仕肋兼

中性胎t6官改書
虫歯予防
血稚

姪

僖

緜

都3Ce

ﾉnR

冷

綺m9{8冷
lｩ{ﾉ?

08年比 98̲9%

97.3払

田S

91.6%

814%

D靆俛

ｸ+8冷
､

ｳ

緜Ss

E"

ーヱ⊥L里̲
ﾈ冷

自D

冷

1005%

ー61一女円

高血圧予防
三木ラJ

TJ '.lL"

合計

ﾃC

宝
)Gｸ冷

i̲x冷
152̲7%

98.暮%

09年比 .j旦5%

1079%
#iGｸ冷

坦

1088%
8%

grlT砂も

(5)道内バイオ企業の経営課題

(3)業種分野別の企業構成

LlF強み』は･ ｢出品･+‑ビスの品旦1､ rンーズアイデア･ノウハウ｣､ ｢研究･開発力｣

◆機能性食嵐｣地嵐

●r機能性食品･化粧品｣分野が
全体の46%を占める

農水産資源や微生物等を用いた
機能性食品､化捉品及び原料等の

暮製品サービスについては. r価格｣. ｢納軌よりもr品軌にF強み』

軒一方で.柑弓み此L ｢喝㈹u

開発 など

◆医療･医乗
バイオ医薬品.医薬品原料､医轍
材料等の開発 など

ミQJ,1
Lーヽ .､､ヽ , ヽ

(也).)

jnヽ 1llヽ

∴I Mヽ
Llヽ .ヽlヽ

Lllヽ

司.1ヽ

ヽ.1ヽ

ヽ:ヽ

ヽlヽ

ノーA TイTIT Jウハウ

◆岬.q蓋は

研究伽兎魚力

研究用試薬等の開発､安全･薬理

■▲̀lm▲■

等受託吉武験. it伝子･たんば〈質等

I.,ヽI‑

の研究開発.解析サービス など

faJlllへtJl

ZD哨ー製品サーヒAQ)W

O Zll/A(uイdI

E路M佑7‑ケテルク

種苗育種､微生物等を用いた農
業･畜産緑化資材等の開発 など

市ヰB宮:Aへ対応
ヽ●L'(1114 ､ 〜 1

+ i‑tT,l忙

外部の人脈17日‑ク

微生物を用いた環境浄化･バイオ

･ 1､ ■■l■

マス装置等の開発､バイオ関連の

lEJtL

■■■■■l■‑.‥

研究機器装置等の開発 など

(6)道内バイオ企業のマーケテイング･取引拡大

(4)業種分野別の売上推移

J道外･海外市場への展開が4年間で加速

全ての菓種分野で対前年度増

41道外･海外への売上｢ゼロ｣とした企業が34社から5社に減少

or地脈性*晶･化瓜品｣分野1 39破門(対前年庶比5 6%増)
or医療医薬｣分野113億円(同5 6%増)
o｢研究支ほ｣分野122惟円(同7 9%増)
Ofァケリハイ7h分野

7B億円(同5

中道外･海外売上比率が50%を超える企業が36社から74杜に拡大

5%増)

｣EF川
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■u』一叫
血博慨比m
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(7)道内バイオ企業の海外展開

(1)戦略の展開方針

し轡畔時勢伽㈱郁
漢,116麺i麺〕

! l 〔二極麺逐二ト

†東軍垂奉遷妻頭重)

.束zt界¶ニーズの大学EF実名へQ)ブイ‑r=Jくノウ
P<■4 '･▼Ll■l{

(4)バイオ企業による新事業創出事例
(2)産学官･金融のネットワーク形成･拡大

r先端的捕術シースや地域賃源を活用した様々t5新書焦bl創出

rバイオ企兼ネットワークをはじめ､商社.金融等ビジネスサボ‑クー､大学･研究機関､
行政機関による支援ネットウ‑ク等.広域的かつまJf的ネットワークを形成

(5)平成22年度重点取組

(3)研究開発環境の充実と研究開発プロジェクトの進展

<取組目棟>
N平成22年度売上高目標5̲QQ偲円の達成を目指す
■機能性食品等の付加価値向上･マ‑ケテイング､医薬系企業のアライ
アンスを重点的に支援

グローバル展開支振
(l)他能性食品企集のグロ‑/くルマーケテインク促進

(2)医薬研究支ほペノチャーの国際アライアンス支援
(3)統合医療撫能性食品掬際会硝(JCNIM)
④北大ビジネススプリング(インキュ八一ンヨン施投)
(H20年12月‑)

北大白土独居
(内Ⅶ府H71‑Hz5秒IIth円)

､ r旭物パイオ｣分野におけるナシヨナル

(I)科学的デ‑タを用いた商品企陸Jプラノド化の検討
(2) t:ト介入試演等科学的評価の促進
(3)販路開拓マ‑ケテイング支は

事.llDN:ii.:こL.I.Nb.lL?.JLJ..tl

(4)機能性表示の規制緩和等の検討

lH18‑H22年

ナンヨナIt,センター化

Hヒ催(ORAC)を3JII定‥舌用Lf=商品企

ノド化を横肘.

r貞■三才

≧ 機能性食品等のバリュ‑アップ支援

夜業技術点合研究所北海講センター

する.バイオ守｢究関東拠点として

1L川(を着用したJL丘h･加工tAの7t
LIL.研究会｣を没Lポリフェノール含有

的洗卜帖円)

】研究開発支援
(1)枝折ン‑ズ交流会の開催
(2)研究開発人手Aマッチノケ交流会の開催

(3)研究開発捕助事業の活用サボ‑ト
rJ iXi‑佃..

(6)平成21年度の主な取組
機能性食品･化粧品ビジネスマッチングIn札幌2009
‑機能性食品 化粧品に特化したマッチング商吉出会は全国で唯一〜

+平成21年9月7日(月)京王プラザホテル札幌にて開催｡

慣JfLT ltJfEJaIn碧AfOorWlam}Tr:草男女Lt,丁韮王葺堤

Tj:どの『B地､企妻)がJs桔するrB Lo Bマッチング商談会Jを､昨年に引き寿轟き開催U

'‑I

‑:Jt･

‑

J･れ∴一一.

=

【開催実績】

L濫温=W3:560.Tもl

.常設榔EBSJヨ‑ルームの開設
機能性食品･化粧品 マーケテイング目利き委員会

'諾㌫笠慧書誌㌣を､ wEBサイトで瑚淵L
●WEBシhルームでは､ ｢…はIrlナjilメント蝕■神目■晶1 r相島l TFEdLIEW･捌l
匂.tlRごLJ)こ▲‑ケ

‑.tEJLE.

f各ショーケースには.仰臥など
を個々の鮒二応じて榔しており､夷い側企兼(小売､通販.商社臥触化松島鰍カー
など)との8由な軸を促す仕船｡

妻苧::‑:‑:‑亨も

新成長戦略‑ ｢元気な日本｣復活のシナリオ〜
( 6月18日間議決定)
サケ､キノコ短､タマネギ.ジャガイも海頭頬など､ 17碓現の機能性食品素材について

原料(農水産物)の醗明､有効成分の内容.健康への効果･効能などを紹介d

●ライフ･イノベーションによる健康大国載略
(医療･介陛･健康関連産業を成長牽引産業へ)
(別表)成長戦略実行計画暮(工糧表)
Ⅱ健康大国戦略
2 医療･介護と連携した健康関連サービス産業の成長促進と
雇用の創出
【2020年までに実現すべき成果目棟】

･健康関連産業サ‑ビス(端)と雇用の創出

市場規模25兆円､新規JE用80万人
･生活tl官房の大悟改善

･健康寿命の延命
Xr新しい公共｣や民間事業者による健康･生活支援サービス(疾病予防疾病管理
サービス.配食､移動移送健康食晶､健康機器､健康リテラ/‑政音
泉指軌フィットネス､バイタルセンサ‑配置等の住宅サービス等)

廟面の今絶絹垂]

感し､温

機能性食品の消費者ニーズ(北海逆経済産兼馴′｡bアンケ小関軸果)
+Lq査方法Pl査対魚
機能性食品の消無音ニーズの実態を把確するために､全国の一触消*者1 000名に対する

健康食品の現状

Webアンケ‑トm壬を実施｡
21)代‑60代男女のW8bt=タ‑から.これ吉でに機能性食品を利用した書のある1 (和0人を

8健康や美容への意恥の高まり､急速に進む高齢化など､

対象に調査を実施. 1 000人の内訳は性別年代別にそれそれl00サンプJL,ずつq利用頻度
についてー下方己の1‑5と回答LT=人を対象｡

各地で農林水産資源を活用した研究開発や製品化が活
発になり健康食晶が普及｡

Tlほとんど板目利用している｣r2遇に21姻利用している｣｢3月rこ2‑3回利用している｣

r4必要な時r=利用している｣rS加入入割引=利用したが今は利用していないJ

○健康食品は広く消費者に浸透｡ (根強いニーズがある)

●消井者は購入時に効果を期待し､正確な商品の有用情報
が必要とされているo

(3)機能性食品の1か月当たりの購入金輯
(1)機能性食品を利用し始めた理由
●r2.000‑5,000円未満｣が28%､ rf.000‑2 000円未満｣が249も.

●｢現在の健康を維持

●年代性別lこみると､男性､女性ともに､若い年代の人は全体の平均値よりも
.

したい｣が39%. ｢食生

活の偏りを感じた｣が

4

36%､ ｢老化を感じた｣

I

‑/､I

ht>Tい

が31%U

●年代性別にみると.

Ht1‑

̲

､､

1Jt

■/ヽ

■

しヽ

少ない金租の傾向があり.高齢の人は平均値よりも多くの金銀を鍵やす傾向｡

■

物忘れ鞍1

叫朱にも.わワf̲

20‑40代は. r食生活

川､

誉

㌻｢

1

ほにlJつ1‑.L=く/̲つI=/ i lL%

の偏りを感じたJ際に､

Tレ/L･1′‑Dl争い

伊州%

使用し始めるという回答
休現が気になりたしlこ

が多い｡
●20‑40代女性は｢体

二二二二二二コ156%
1.的lI,〜 2,003円走BX

重が気になりだした｣隈､
｢肌が荒れだした｣際に
利用し始めたという回答

∴'､ ≡ざ≒‑IH,

が多い.

L■

●40‑60代は､ ｢老化を

td･

̲lV･･LEl.r

■lbt.̲･･Uy川H J‑

感じた｣､ ｢現在の健康

い･､や

‑

LOb0‑8,叫IPI女粥

与伽O‑和OO)P接JA

ここ̲‑ &叫

･‑､いりJWl■A ‑ヽ､､

･.･､

中､

30J)a)門札上l os%

‑Ll･.L

七匹輯

を削寺したい｣との回答

o(喋

が多い.

(4)機能性食品を購入する際に重視する点
(2)機能性食品の購入ルート
●｢期待される効果｣が70%､ T安全性｣が59%､ ｢価格の安さ)が53%.
●｢薬局･ドラッグストア｣が56%､ ｢インタ‑ネット通販｣が49%､ ｢コンビニ
スーパー｣が27%D

●年代性別にみると､ 20‑30代は気蛭に立ち寄る｢薬かドラッグストア｣rコ
ンビニ･スーパー｣での月茶人が平均値より高く､ 40‑60代は､ネソトやカタ｡グ

●年代･性別でみると､ 20代女性の83%はT期待される効果｣を､ 69%は｢価格の安
さ｣と回答.一万､ 50‑60代の人は､若い年代よりも安全性をよ乱また､男性より
も女性の方が､ r摂取方法J=べやすさ｣を重視する傾向.

の通信販売での購入が平均値より高いn
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(7)機能性食品の素材として関心を持つもの
(5)機能性食品の有効性について確認する項目･内容
●rサケ(コラーゲン､コンドロイチン硫酸､核酸､プロテオダリカン) ｣が37恥
●機能性食品を購入する臥その商品の有効性を確詑する項目･内容について聞い

r大豆(大里サポニン) ｣が36%､ rカニ(キチン･+トサン) ｣が32%｡

たところ､ r兼材.成分jとE)等した人が75%､ ｢成分の配合(含有)tJと回答した人が

559も､ r原産地･原産軌と回答した人が35恥

+効果があるとされている有名な素材,成分の内容や分Lが.購入の里要ポイント｡
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(6)機能性食品の安全性について確認する項目･内容
●機能性食品について.安全･安心であることを確認する項目内容を聞いたとこ
ろ､ r兼材･原材料｣が83%､ r原産地･原産国｣が52%q

●機能性の確投と同様に.有名fj:兼#･成分には安心感がある傾札また･原産
地原産国が2番手r=回答されており.トレーサビリティ(生産流通の梗歴)も重要
な項目｡

(参考)機能性食品の商品開発プロセス

(.I L･lGl̲ ･."

(参考)産学官金の連携･協働による北海道r食クラスター｣

オール北海道体制で

I‑jtクラスター棚の農居(224:SR)

●付加価値(利益､儲け)の向上を加速
●マーケット志向を強化‑道外､海外へ;ノ＼､紬
●これまでの取組を発展､多くの新事業
(プロジェクト)創出に挑戦
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玉楼

●食+関連産業の協働による
総合産業化
●地域､全道レベルでの展開
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鍔.::

TJ i'iL'M"

L.'1脚≠/hFどうL.1"tFi l夢L'ko

バイオ産業課のスタッフ

北海iE佳清彦某局地域経済efl Itイオ産賞辞
TEL(代表) 0111709‑2311内相2554 2555
(逼迫) 011‑709‑1726

FAX 011‑707 5324
E‑mall hokkaldo‑bl〔)@rTlet1 gO JP

匂還品′施策局

