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構成：研究会メンバー/幹事 2021年4月10日現在 31機関
・ 学界 5機関
・ 公的研究機関等 4機関
・ 産業界 22社

活動基本方針：
(1) 「食」が健康に良いということを自然にかつ効果的にアピールできる仕組み造りに向けた環境の基盤整備の推進
(2)国民の健康労働寿命の延伸と機能性食品産業振興への貢献
(3)会員の情報収集と意見交換の円滑化のため産官学で機能性食品を議論する場の提供 （講演会、セミナー等）
(4)機能性食品制度の見直しに向けた提言・要望およびパブコメ等への意見提出をＪＡＢＥＸ等関係機関とも連携し実施

活動内容：

国民の健康寿命の延伸と産業振興への貢献を目指し、バイオ戦略に紐づく活動を推進し、勉強会や会員相互の意見交換
などを通じて 「食品」に関わる法律・制度の見直しに向けた要望と提言を纏め、JABEX等と連携して関係機関へ提出する。

機能性食品産業において、一企業では解決を図ることが難しく、業界一丸となって議論すべき中期テーマとなりうる課題を

研究会で議論し、食品産業のイノベーションと新ビジネスの創造に繋げる。

具体的（提言・要望）活動： ２０２０年度の活動に基づく2021年度提言要望
(1) 保健機能食品制度におけるフレイル対策に向けた食品の位置づけと役割の明確化
(2) 特別用途食品に係る要望

１．はじめに JBA機能性食品研究会



■ 世界的な人口爆発に伴う食糧資源の持続性の危機
■ 少子高齢化の進行で医療費高騰の日本・健康長寿への渇望
■ 世界的な健康格差の拡大
■ 国連宣言2020.12.14：2021-2030 The Decade of Healthy Aging

世界人口の推移
国連人口基金東京事務所

https://tokyo.unfpa.org/ja/publications/

食糧需給率各国比較 関東農政局

https://www.maff.go.jp/kanto/kids/future/selfsupport.html

生産労働年齢高齢化率 総務省｜平成29年版情報通信白書｜

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/html/nc135230.html

年齢層別生涯医療費推移グラフ ニッセイ基礎研究所

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=58018?site=nli 4

２．食の現状 (1)： 国内外の状況

SDGｓ

https://tokyo.unfpa.org/ja/publications/
https://tokyo.unfpa.org/ja/publications/


交配育種

遺伝子組み換え

ゲノム編集

自然創生

https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4331/index.html

第二世代組換え食品： 栄養素やアレルゲンなどの成分改変で消費者の利益が強調された食物など

第一世代組換え食品： 除草剤耐性、病害虫耐性、貯蔵性が増大した食物など

第三世代組換え食品： 過酷な環境でも成育可能で高収量が達成できる作物など

魚類 ・ 貝類 ・ 畜産動物 ・ 食用植物（野菜・果物）

コメ ・ 麦 ・ 肉牛・乳牛 ・ 果物 etc

GABAリッチ-トマト
マッスルリッチ-真鯛
アレルゲンフリー-卵
低アミロース-コメ etc

■ フードテック「食のバイオテクノロジー×デジタル技術」の進化
■ 米欧でバイオエコノミーの新潮流・新市場形成の兆し

2030年に市場はOECD加盟国GDP全体の2.7%に成長する予想

合成生物学 これまで食用外の動植物から高付加価値食品の創製
植物肉、培養肉、藻類タンパク質 ⇒ 細胞培養、細胞農業、スマートセル
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２．食の現状 (2)： フードテックの進化

最新フードテック
バイオファースト発想で、バイオとデジタル技術（Dx） - AI の融合による
健康長寿を実現する未来を奏でる食の創造へ



医薬品 医薬部外品
特定保健用食品

トクホ
栄養機能食品 機能性表示食品

一般食品

いわゆる
健康食品

経口摂取物 ～ 口の中に入るもの ～

保健機能食品

薬 食品

許可基準型
個別評価型

届出制自己認証制

← 薬機法 → ← 健康増進法 → ←食品表示法→

機能表示可
～科学的根拠に基づく安全性・有効性～

機能表示不可
～食経験に基づく

安全性～

2015.4.～

特別用途食品

栄養補助食品
健康補助食品
栄養調性食品
栄養強化食品

：JBA機能性食品研究会で主たる検討対象の食品

6概念を表す用語として慣習的に“機能性食品”と呼ばれることもある

許可制

病者用
食品

他

２．食の現状 (3)： 健康食品に係る我国の制度

イメージ図
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１次機能
栄養

３次機能
生理機能

ヘルスケア
睡眠・運動・食生活

“食”がもつ3つの機能

3．健康長寿社会を支える食の役割 (1)

２次機能
美味

〇 “食”には、生きるために必要な栄養補給の機能、健康維持増進に不可欠な生理機能、
食べる楽しさ人生の豊かさを齎す美味の機能、3つの機能がある。
特に「３次機能」生理機能が超高齢社会日本の中で着目されている。

〇 ”食“によって心身を健康な状態に維持することは、年齢を重ねても社会参画可能な健康長寿
社会の形成に大切であり、食と医薬の両方で健康長寿社会を支えることは急務の課題である。

健康長寿社会日本

政府広報ホットライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201408/2.html

医療・医薬“食”

食と医薬の両方で健康長寿社会を支える
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3．健康長寿社会を支える食の役割 （２）

〇 “食”は健常者のもの、病気と診断されたら病者として医薬品・医療で治療へ、という食と医薬
を明確に線引きする概念から、医食同源のもと“食”の持つ価値が高齢化社会で見直されている。

〇 健常者ー軽度不調ー未病ー病者と連続的に変化しうる中で、病者からの回復や介護の段階
までも含めたライフスパン上での”食“のもつ価値を判り易く国民に伝えることが重要である。

健常者 病者 （死）軽度不調 未病 （回復・介護） ⇔ ⇔ ⇔

健常者 病者

（死）

食品 医薬品

食品＊健康～未病・回復段階でのセルフケア
これまで

これからへの期待 医と食がヘルスケアで連携

医と食が線引き
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状態把握
・データ連携：各個人の健康に関する情報、医療機関情報：PHR、EHRの共同利活用
・バイオ と デジタル の融合

判断
・科学的知見の構築、エビデンス＝バイオデータに基づく食によるセルフケア等による健康増進

解決策
・層別化、個別化されたサービス展開
・健康/未病段階のセルフケア

制度規制
・新事業創出：オールジャパン型異業種企業参入、投資拡大→健康寿命延伸産業推進事業
・産官学政（自治体）の連携強化： 食の研究と産業とを繋ぐ政策提言、コミュニティー形成、コホート推進
・海外プラットフォーム： 国際連携
・人材育成、ESG投資、ベンチャー育成
・健康医療の在り方に関する官民検討の場確立： 食品の新たな表示制度整備
・国民の行動変容促進

バイオ戦略2020ロードマップから
・健康寿命延伸： エビデンスに基づく食によるセルフケア等により健康を増進
・健康医療に関する規制の在り方について官民で検討する場の構築
・保健用途における新たな表示を実現するための科学的知見の構築
・産業界の検討を受け、行動変容を促すヘルスケア産業の事業環境基盤整備推進

ご参考： バイオ戦略市場領域⑤ロードマップ2020 から 食に関するキーワード抜粋
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４-1．バイオデータ連携促進

・治療データ
・病者データ
・予後/介護データ
・軽症者データ

・健常者から軽症者までの幅広いデータ
・食生活以外の生活習慣データ
・遺伝情報など個人に随伴するデータ

健康維持増進に係わる国民の健康情報を収集、
バイオデータを一元管理し、共同利活用できる環境基盤整備

市場領域⑤ロードマップに関する期待と課題

医療データ

・メタボデータ
・フレイルデータ
・コホートデータ

健診データ

日常ヘルスデータ

・モバイルヘルス
・デジタルヘルス
・個人アプリ情報

EHR

PHR

食の機能に係わる科学的検証促進
エビデンスの蓄積

（現状）

・一部の健常者データに限られた利用

期待と課題

AI
Digital
/Dx
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４-2．食によるセルフケア推進と制度整備 市場領域⑤ロードマップに関する期待と課題

・食と医薬の線引き

薬機法

・国民の健康維持と
現代病予防を目的

健康増進法

食品表示法

・食品への表示
（健康機能etc）を規定

・医薬での予防から食で疾病対策をする社会へ
・判り易い制度のもと食の機能を判り易い表現で伝える
・免疫機能表示を始め様々な食品機能表示の拡大
・食成分の単一機能だけでない総合的食品の価値の訴求

食の価値や機能を消費者に判り易く伝える制度を整備し、
食によって病気に対する抵抗力を強化、
高齢者でも社会参画可能な社会の形成へ

（現状）
・食に関する機能の表現が限定的、長文で消費者に難解
・疾病予防の表示は不可、疾病リスクの低減表示は限定的
・４カテゴリーに分かれ複雑な健康食品の制度

食によるセルフケアの実践

フレイル対策等、将来的な疾病リスク低減に繋がる健康維持増進の効果効能を
判り易く伝え、食成分の単一機能だけでない総合的な食品の価値を正しく理解
することを可能にする保健機能食品制度の整備

期待と課題



12

4-3．産官学政「自治体」の連携強化 市場領域⑤ロードマップに関する期待と課題

制度整備
• 健康ビッグデータの共同利活用に向けた制度整備
• 食の価値を判り易く訴求する制度整備
• 健康維持・増進の科学的根拠となる評価基準や
エビデンスレベルの基準策定

開発・生産・商業化
• 個々人の心身状態の正確な判断を可能とする

ヘルスケア製品開発
• 特定生理機能成分に着目すると共に総合的な栄養と

生理機能を発揮する次世代ヘルスケアフードの開発
• エビデンスとデータに基づく個々人の状態に最適な

パーソナル・ヘルスケアフードの開発

基盤研究
• コホート研究推進
• ヘルスケア関連ビックデータ構築
• 生理機能を発揮する“食”の成分本質の探索研究推進、
健康機能性検証推進によるエビデンスの蓄積。

• 新Food-Techの基盤研究推進と新規食品素材の創出

官

産学

自治体による強力な支援
・バイオコミュニティー・拠点研究の推進
・コホート研究の大規模実行支援
・食の研究と産業とを繋ぐ政策の実行

政

食の研究に係わるバイオコミュニティーを充実させ、データ連携から
食の優れた機能の科学的知見を蓄積。エビデンスに基づいた、
国民の行動変容を促す次世代ヘルスケア食品開発と産業基盤の構築推進

期待と課題
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4-4．国民の行動変容を促す基盤整備 市場領域⑤ロードマップに関する期待と課題

啓発・ELSI対応活動によって食の最先端研究に係わる国民の理解を深め、
自身の状態を常時正確に把握し、エビデンスに基づく安心安全かつ最適な
生理機能を有する食を摂取できる、自助努力による健康長寿な社会の実現。

・GMO食材
・ゲノム編集食材
・合成生物
・安全性試験

最先端研究

・データ取得/
蓄積/管理/利用

個人データ

・安全を確保し、食成分の有効性と作用機序を
検証するための食研究への理解浸透

食の先端研究への啓発・ELSI対応活動

（現状）
・未知であるが故の漠然とした不安感、抵抗感

・個人データを適切に管理利用する制度基盤を構築し、
個別層別化したパーソナルヘルスケアフード推進

個々人に最適なパーソナルヘルスケアの実践

（現状）
・個人データの漏出、目的外使用リスク

期待と課題
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4-5．食ビジネス新事業創出推進とグローバル展開

日本の“食”を世界のヘルスケアに

市場領域⑤ロードマップに関する期待と課題

国内で食研究の人材育成とベンチャー企業の支援を強化、異業種の参入障壁
を低くし、投資を促すことで、オールジャパンでの国内食産業活性化を支援。
日本の食のグローバル展開促進のため、諸外国の諸制度とのハーモナイゼーション、
国際連携を進め、長寿国日本がヘルスケアフードビジネスで世界のリーダーシップを
とるべくバイオエコノミー実現に向けた支援。

・健康寿命延伸産業

・ESG投資

投資

・食の研究開発
若手人材の育成

人材育成

・異業種間連携
・ベンチャー育成

ベンチャー支援

オールジャパンでのぞむ新事業・次世代型健康食品産業基盤

海外プラットフォーム国際連携 制度ﾊｰﾓﾅｲｽﾞﾋﾞｯｸﾞ＆ｵｰﾌﾟﾝ
サイエンス

期待と課題
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５．まとめ (1) 健康長寿社会を支える未来を奏でる食に向けて

期待・提案

背景・課題
誰もが“食”の価値を正しく理解し、健康維持増進に努め、健康労働寿命を延伸していくことが、
世界的な人口爆発に伴う食糧の継続性の危機が叫ばれる中での食料資源の安定確保と共に、
豊かな社会の持続に重要である。
健康長寿社会の実現に、栄養と生理機能が充実した“食”の果たす役割は大きく、
個々人の心身状態とニーズに適合したパーソナル・ヘルスケアフード の実装が益々重要となる。

食材のもつ成分本質の生理機能が、明確なエビデンスと判断基準を基に証明され、
個人の遺伝子プロファイルや生活習慣、心身状態変化のデータ解析に基づき、最新のフードテックで、
個々人に最適な個別化食＝パーソナル・ヘルスケアフードを実現する基盤が整備。
単に成分機能訴求だけではない、食の持つ総合的な価値が判り易く消費者に伝わる保健食品制度が

整備され、国際協調のもと、日本の“食”のグローバル展開が一層進み、超高齢社会日本が世界の
ヘルスケアビジネスをリードするバイオエコノミーを形成。誰もが社会参画可能な健康長寿社会を実現。

～ 未来を奏でる食： Food-Techによるパーソナル・ヘルスケアフード ～
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データ連携
軽症者データ活用
コホート研究データ共用
PHR、EHR利活用

産官学政連携
・科学的知見エビデンス蓄積
・投資、人材育成
・異分野技術連携

サステイナブルな未来を奏でる食

科学的知見蓄積、エビデンス＝バイオデータに基づく次世代機能食品の開発

国民の理解浸透
・食に係わるバイオ
の先端研究理解

・食の規制制度整備

健康長寿社会の実現国民の行動変容

消費者への判り易い説明に向けた制度規制整備と自主ガイドライン

国際協調 グローバル化

５．まとめ (2) 健康長寿社会を支える未来を奏でる食に向けて
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ご清聴ありがとうございました

JBA機能性食品研究会


