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どんどん増加する 機能性表示食品

静岡県立大学 茶学総合研究センター 中村順行

本日の話題提供

・食品の分類について
・特定保健用食品
・機能性表示食品

・地域団体商標
・地理的表示に関して

食品の分類(HPより引用) 機能性表示食品と特定保健用食品の相違(HPより引用)

機能性表示食品制度の基本的考え(農水省HPより引用)

科学的根拠 適正な表示

機能性表示食品制度の主な流れ(HPより引用)
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特定保健用食品について 市場規模の推移

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 資料より

保健の用途別市場構成の推移

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 資料より

特定保健用食品の表示許可・承認品目の推移

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 資料より

特定保健用食品の表示許可品目数の推移

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 資料より

特定保健用食品の販売経路別及び市場構成

清涼飲料水
茶系飲料、炭酸飲料、果実飲料、ゼリー飲料、コーヒー、粉末清
涼飲料など

乳製品 乳酸菌飲料、発酵乳など

加工食品・調味料
大豆加工品、穀物加工品、食肉・魚肉加工品、調理油、マーガリ
ン、マヨネーズ、甘味料など

菓子・その他
キャンディ、クッキー、ビスケット、チューインガム、チョコレート、錠
剤、粉末、青汁など

特定保健用食品の種類別市場構成

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 資料より

特定保健用食品の販売経路別市場構成
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特定保健用食品の機能と成分

保健の用途 茶に係る成分 代表的な商品例
整腸 （オリゴ糖、乳酸菌、食物繊維）
コレステロール 茶カテキン カテキン緑茶
血圧 各種ペプチド ペプチド茶
骨・ミネラル （カルシウム、イソフラボン等)
歯 茶ポリフェノール、緑茶フッ素

血糖値 難消化デキストリン(※添加)
からだすこやか茶Ｗ、京優茶緑茶、健茶
王、食事と一緒に十六茶、食事のおとも
に食物繊維入り紅茶、緑の力茶、食前茶

中性脂肪・体脂肪
茶カテキン、ウーロン茶重合ポ
リフェノール

伊右衛門特茶、ヘルシア緑茶、からだす
こやか茶Ｗ、十六茶Ｗ、カテキン緑茶

茶に関する特定保健用食品の用途と成分
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食品の種類 主たる成分
茶系飲料 茶カテキン、難消化性デキストリン
清涼飲料水 茶カテキン、難消化性デキストリン
緑茶清涼飲料水 茶カテキン、難消化性デキストリン
粉末茶清涼飲料水 難消化性デキストリン
炭酸飲料水 茶カテキン
チューインガム 緑茶フッ素
チョコレート 茶ポリフェノール

茶に関する特定保健用食品の種類と成分 茶を中心とした特定保健用食品例
整腸 コレステロール

茶を中心とした特定保健用食品例

血圧 血糖値

茶を中心とした特定保健用食品例
中性脂肪・体脂肪

茶を中心とした特定保健用食品例
最近では Ｗ効果の商品が出現

機能性表示食品について

サプリメ

ント
45%

その他
54%

生鮮品
1%

食品の区分（Ｈ．２８．８）
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栄養補助食品

清涼飲料水

菓子類

発酵乳

粉末飲料

水産加工物

米煎餅

レトルト食品

大豆加工品

野菜

食用油

果実

食品の名称（Ｈ．２８．８）

ＲＣＴ
8%

ＳＲ（

成分）
92%

評価法の区分（Ｈ．２８．８）

システマティックレビュー

ランダム化比較試験
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機能性のカテゴリーと成分
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健康な肝臓の機能を維持

筋肉をつくる力をサポート

体温を維持する

疲労感を軽減

目や鼻の不快感を緩和

睡眠の質の向上

記憶の精度を高める

コレステロール値を改善

血糖値の上昇を抑える

ストレス緊張の緩和

骨代謝の促進

関節の動きをサポート

肌のうるおい

目の機能をサポート

血圧のサポート

お腹の調子を整える

中性脂肪を抑える

体脂肪を減らす
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ルティン

ビフィズス菌

ＧＡＢＡ

イソフラボン

ＥＰＡ

ＤＨＡ

難消化デキストリン

機能性別カテゴリー（Ｈ．２８．８） 成分別ＴＯＰ１０（Ｈ．２８．８）
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茶に関する食品の種類 ☆サプリメント
の大部分はテ
アニン

☆清涼飲料
水の大部分は
難消化デキス
トリン

☆粉末茶、
ティーバッグ
はメチル化カ
テキン
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機能性関与成分 含有量
Ｌ－テアニン 200㎎
難消化性デキストリン ５ｇ
メチル化カテキン 最小34㎎
モノグルコシルへスぺリジン 170㎎
ＥＧＣＧ 最小300㎎
ガレート型カテキン 394㎎
ＧＡＢＡ 28㎎
りんごポリフェノール 110㎎
ローズヒップ由来ティリロサイド 0.1㎎

茶に関する機能性関与成分と含有量

※モノグルコシルヘスペリジンは、近年流
行っている中性脂肪を下げる働きのあ
るポリフェノールの一種です。
ヘスペリジンは、オレンジなどの柑橘類
全般に含まれているポリフェノールであ

り、ビタミンPと言われます。

※ティリロサイドは、ポリフェノール成分の
一つ。ローズヒップなどに含まれ、ダイ
エット効果（内臓脂肪の減少）が見られ
ており、摂取量が多いほどその効果が
高いといわれている。

テアニンの働きで健やかな
眠りをサポートするむぎ茶
麦茶(インスタント麦茶)
SR(成分)L-テアニン200mg

夜間の健やかな眠りをサ
ポート

熟すやナイト
食品(サプリメント形状)
SR(成分)L-テアニン200mg
1日4粒を目安に、少しずつ水など
でお飲みください。

朝目覚めたときの疲労感を軽減す
る,一過性の作業などによる精神的
なストレス感をやわらげる

Ｌ－テアニン

食事の生茶
加工食品(その他) 清涼飲料水SR(成
分)難消化性デキストリン
（食物繊維として）5g

食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて
排出を増加させるとともに、糖の吸収をお
だやかにするため、食後の血中中性脂
肪や血糖値の上昇をおだやかにする

食事のおともに緑茶
加工食品(その他)清涼飲
料水
SR(成分)難消化性デキス
トリン（食物繊維） ５ｇ

５００ｍｌ食事の脂肪や糖
分の吸収を抑える

難消化性デキストリン

天使の健康 べにふうき緑茶
ティーバッグ
加工食品(その他) 煎茶
SR(成分) メチル化カテキン
34mg/3包（抽出後） 3包（9g）

ハウスダストやほこりなどによる目
や鼻の不快感を軽減する

べにふうき粉末茶
加工食品(その他) 粉末茶
SR(成分) メチル化カテキン
35.5 mg/付属のスプーン8杯分
2.4g(付属のスプーン8杯分）

ハウスダストやほこりなどによる
目や鼻の不快感を軽減する

メチル化カテキン
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まるごと健康粉末茶 濃いみどり
加工食品(その他)緑茶(粉末茶)
SR(成分)ガレート型カテキン
394mg※ ※スティック2本を
600mlの熱湯で1分間抽出した際
の分析値 2本
体脂肪を減らす機能や、LDLコレ
ステロールを減らす機能

サンフェノンＥＧＣｇカプセル
加工食品(サプリメント形状) サン
フェノンE G C g カプセル
SR(成分)（ＥＧＣｇ） 300mg

エネルギーとして脂肪を消費しや
すくする

ガレート型カテキン、ＥＧＣＧ

ヘルシープラス さらさらむぎ茶
加工食品(その他)清涼飲料水
SR(成分)モノグルコシルヘスペ
リジン 170mg

気温や室内温度が低い時など
の健やかな血流（末梢血流）を
保ち、体温（末梢体温）を維持
する。血中の中性脂肪が気にな
る方の中性脂肪を減らす

お～いお茶 巡りさらら
加工食品(その他清涼飲
料水
SR(成分)モノグルコシル
ヘスペリジン 340m

気温や室内温度が低い
時などの健やかな血流
（末梢血流）を保ち、体
温（末梢体温）を維持す
る。血中の中性脂肪が
気になる方の中性脂肪
を減ら

からだ巡茶 Ａｄｖ
ａｎｃｅ（アドバンス）
加工食品(その他)
清涼飲料水
SR(成分)ローズヒッ

プ由来ティリロサイ
ド0.1mg 1本
(410ml)
体脂肪を減らす

その他

べにふうき緑茶 ティーバッグ(HPより引用)
JAかごしま茶業株式会社

機能性関与成分名
メチル化カテキン

表示しようとする機能性
本品には、メチル化カテキンが含まれます。
メチル化カテキンは、ハウスダストやほこり
などによる目や鼻の不快感を軽減すること
が報告されています

当該商品が想定する主な対象者
ハウスダストやほこりなどにより、目や鼻に
不快感を有している成人男女

摂取量の目安
1日当たり３包９ｇ、1日当たりメチル化カテキンで３４ｍｇ
摂取方法
大きめのマグカップに１包入れ、熱湯を150～180ml注いで、2分間ティーバッグ
を上下に良く振って抽出してから飲んでください

静岡県経済連でも 申請を準備中

商品名
揉一ひとえ粉末茶？
機能性関与成分名
茶カテキン？
表あ示しようとする機能性
体脂肪や肥満関係？

カテキンにはこれまでに多くの
研究実績があり、また総説論文
も多い。

案
カテキン含有量〇〇mg。
1日当たり３本の粉末茶入

りスティックをお湯または
水に溶かして飲用してい
ただく

フーズサイエンスセンターと連携しSRの作成(FSCのHPより引用)
機能性表示食品の受理はスタートライン

１．商品の信頼度の向上
口先だけでなく、エビデンスに裏打ちされた
販促が可能

２．認知度の向上
ＰＲ素材として活用しやすい

３．販路の拡大
嗜好品から健康関係食品に!!
従来の嗜好品販売先からドラッグストア・薬局
などへの販売先の拡大
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権利の主張と表示の活用

⇒差別化、ブランド化

Ｈ．１８．４より施行

Ｈ．２７．６に制定
Ｈ．２７．４より施行

地域団
体商標

機能性表
示食品

地理的
表示

特定保健
用食品

Ｈ．３．７に制定

地理的表示と地域団体商標との違い(HPより引用)

地域団体商標 (HPより引用)

1.組合自身または構成員が使用する商標。

2.組合自身または構成員の業務に係る商品または役務を表示す

るものとして、需要者の間に広く認識されていること。

３.地域の名称と商品または役務の名称等を普通に用いられる方法

で表示する文字のみからなる商標であること。
1.地域の名称＋商品または役務の普通名称
（例）「大間まぐろ」、「草加せんべい」

2.地域の名称＋商品または役務を表示するものとして慣用されている名称
（例）「美濃焼」、「有馬温泉」（「焼」は陶磁器を、「温泉」は入浴施設や宿泊施設の提供の役務を表示
するものとして慣用されている名称である。）

3.上記＋商品の産地または役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字
（例）「仙台名産笹かまぼこ」（商品の産地または役務の提供の場所を表示する際に付される文字とし
て慣用されている文字の例としては、「名産」、「特産」などがある。一方、「元祖」、「本家」、「特選」な
どは、これに該当しない。）

4.商標に含まれる地域の名称は、商品の産地や役務の提供地の名

称であるなど、商品または役務と密接な関連性を有すること。
なお、地域の名称のみの商標、商品や役務の名称のみの商標は商標登録を受けることができない。

地域団体商標の概要 (HPより引用)

・駿河湾桜えび（するがわんさくらえび） -蒲原町桜海老商業協同組合、由比町桜海老商工業協同組合、大井
川町桜海老商業協同組合

・由比桜えび（ゆいさくらえび） -由比港漁業協同組合、由比町桜海老商工業協同組合
・焼津鰹節（やいづかつおぶし）-焼津鰹節水産加工業協同組合
・三ケ日みかん(みっかびみかん） -三ヶ日町農業協同組合

☆川根茶（かわねちゃ） -川根茶業協同組合

☆静岡茶（しずおかちゃ） -静岡県経済農業協同組合連合会/静岡県茶商工業協同組合
・丹那牛乳（たんなぎゅうにゅう） -函南東部農業協同組合
・駿河漆器（するがしっき/16類・20類・21類=計3件） -静岡漆器工業協同組合
・沼津ひもの（ぬまづひもの） -沼津魚仲買商協同組合/静浦ひもの協同組合

☆掛川茶（かけがわちゃ） -掛川茶商協同組合/掛川市農業協同組合/遠州夢咲農業協同組合
・伊東温泉（いとうおんせん） -伊東温泉旅館ホテル協同組合
・伊豆長岡温泉（いずながおかおんせん） -伊豆長岡温泉旅館協同組合
・熱海温泉（あたみおんせん） -熱海温泉ホテル旅館協同組合
・遠州天然とらふぐ（えんしゅうなだてんねんとらふぐ） -遠州灘ふぐ調理用加工協同組合
・三島馬鈴薯（みしまばれいしょ） -三島函南農業協同組合
・掛川牛（かけがわぎゅう） -掛川市農業協同組合

☆東山茶（ひがしやまちゃ） -富士東製茶農業協同組合

・稲取キンメ（いなとりきんめ） -伊豆漁業協同組合

静岡県内で登録されている地域団体商標 一部

使用料をとって商標の使用
を許諾。取得してよかったこ
ととして、漁業者、生産者、
流通業者だけではなく、横の
繋がりをもって「釧路ししゃ
も」ブランドを推進していく体
制ができた。

商標権取得により、イベントやＰＲ
を行う際に今まで以上に若手生産
者との連携ができ、産地全体でブ
ランドの向上に努めることができる
ようになった。また若手生産者が地
元駅での試食販売を実施し、あら
ためて地元特産品であることをＰＲ
するなど、新しいイベントを行うよう

になった。

やはり、取得するだけではなくそれを活用してどのようにブランド
発信をしていくかが重要と考えている。その他の効果としては、
地域団体商標を取得したことで、組合員のそれぞれに商標権保
護の意識が芽生えている。

地域団体商標権利取得後の効果事例
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地理的表示(HPより引用) 地理的表示のイメージ(HPより引用)

地理的表示の効果(HPより引用)

地理的表示（ちりてきひょうじ、テロワール ）

ある商品の品質や評価が、その地理的原

産地に由来する場合に、その商品の原産地

を特定する表示である。条約や法令により、

知的財産権のひとつとして保護される。

フランスのボルドーワイン（ボルドー産）、イ
タリアのゴルゴンゾーラチーズ（ゴルゴン
ゾーラ産）、スイスのエメンタールチーズ
（エメンタール産）などが狭義の地理的表
示にあたる。

どこで作ったかによる差別化。
消費者に本山、清水を納得さ
せることが可能か？

地理的表示の活用法

八女伝統本玉露

飲料等類茶葉（生のものを除く。）
福岡県内 八女伝統本玉露推進協議会

特定農林水産物等の特性

茶葉収穫前に稲わら等の天然資材で被覆することにより「覆い香」といわ
れる香気成分の含有量が高い茶葉が生産される。味は濃厚で非常にう
ま味が強く、「まろやか」で「こく」がある。

地域との結び付き

立地条件がもたらす朝夕の気温差が朝霧の発生を促し、うま味成分が
多く蓄えられるため、高品質な茶が生産される。稲わら等の天然資材に
よる棚被覆（間接被覆）や自然仕立て、手摘み作業といった生産方法を
110年以上守り受け継いでいる。

農林水産大臣登録第○○○号
GIマーク

地理的表示の活用法

登録
番号

名称 登録生産者団体
特定農林水産物等の生
産地

1 あおもりカシス あおもりカシスの会 東青地域
2 但馬牛 神戸肉流通推進協議会 兵庫県内
3 神戸ビーフ 神戸肉流通推進協議会 兵庫県内
4 夕張メロン 夕張市農業協同組合 北海道夕張市

5 八女伝統本玉露
八女伝統本玉露推進協
議会

福岡県内

18
三島馬鈴薯
【登録簿】
【産品紹介】

第2類野菜類
馬鈴しょ

静岡県三島市の箱根西麓
地域）
静岡県田方郡函南町の
箱根西麓地域

平成28
年

10月12
日

地理的表示保護は、世界貿易機関（WTO)協定の枠組み
の中に位置づけられている


