リンゴの健康機能性と
機能性食品の開発
平成27年度より施行された機能性表示食品制度を活用した生鮮食品の機能性表示による高付加価
値化が期待されている。農研機構を中心として生産地域のJA 、食品企業、地方公設試、大学と連携し
て、リンゴの機能性表示食品の開発に取り組んだ。研究レビューの結果、リンゴに含まれるポリフェノー
ルの一種であるプロシアニジン類による「内臓脂肪を低減する」機能性を確認した。また、リンゴの
生産条件によるプロシアニジン含有量のデータを取得し、JAつがる弘前では消費者庁に機能性表示
食品として届出を行った。本稿では、リンゴ（生鮮）の機能性表示食品の開発経緯を紹介するとともに、
機能性表示食品の課題と今後の展開について解説する。

1. はじめに

の高齢化が問題となっており、生産量
の維持のためには作業の省力・機械

国立研究開発法人
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庄司 俊彦

（しょうじ としひこ）

2. リンゴの機能性成分と
健康機能性

化など、労働力の確保、リンゴ価格の
リンゴは、みかんとともに国内で
生産される主要な果実で、
「ふじ」、
「王
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安定がリンゴ関連産業の維持・発展
が重要な課題となっている。

リンゴは西洋の諺で「一日一個の
リンゴは医者を遠ざける」と言われ、

林」、
「つがる」、
「ジョナゴールド」、
「シ

青森県や長野県をはじめとするリ

昔からリンゴには健康を維持する機

ナノゴールド」などの品種が栽培さ

ンゴ生産地域では、将来を見据えた競

能があると考えられていた。リンゴ

れている。青森県や長野県、岩手県な

争力強化のため、機械化による省力・

には、果糖などの糖類、リンゴ酸など

ど、比較的冷涼な気候条件の地域で栽

労働力の確保による低コスト化を推

の有機酸、カリウムなどのミネラル、

培されている。しかし、日本のリンゴ

進するとともに、リンゴ及び加工品の

可溶性の食物繊維であるペクチン、ポ

生 産 量 は 約76万 ト ン（ 平 成 30 年 度

高付加価値化を進めるため果実の健

リフェノールなどが含まれている。

農林水産省統計）で減少傾向にある。

康機能性を活用することを重要な技

日本で行われた疫学研究で、リンゴの

また、リンゴの栽培は、春の開花から

術課題としてあげている。農研機構

摂取が高血圧や糖尿病の予防と関係

始まり、摘花・受粉作業、大きなリン

では、食品や農産物の健康機能性の研

することが報告され、カリウムやペク

ゴを作るための摘果作業、貯蔵性を高

究を進めており、その活用として、
「機

チンが注目された。しかし、必要な摂

めるための袋掛け、葉摘みなど多くの

能性表示食品」などの社会実装を通

取量が５から６個と多く、現実的な摂

作業を経て、秋に収穫される。この間、

して生産地域の活性化に貢献するこ

取量とは差があった。我々はリンゴ

病害虫防除のための農薬散布や冬季

とを目標に研究を行っている。本稿

に含まれるポリフェノールに着目し、

の剪定作業など多くの作業が行われ

では、著者らが検討してきたリンゴの

健康機能性の研究を行ってきた。

ている。また、低温貯蔵などの貯蔵技

機能性表示食品の開発と今後の展開

術のおかげで、年間を通して品質の高

について紹介する。

ポリフェノール類は茶のカテキン
や赤ワインのポリフェノールが有名

いリンゴを食べることができる。し

であるが、リンゴにも少なからず含ま

かしながら、国民の果実消費量は他の

れている物質である。リンゴを切っ

先進国やアジア諸国と比べても少な

た際、果肉が茶色く変色する現象に関

い。また、他の農作物と同様、生産者

与する物質である。リンゴの果皮の
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機能性表示食品制度では、これまで限られていた機能性

いる。リンゴの機能性表示食品は他のリンゴと明確な差

表示が可能となり、高付加価値化や他の商品との差別化が

別化によって高価格で取引され、販売数も予想以上に増え

行えることから大きな期待が集まっている。特に、生鮮食

ている。今後は、機能性表示食品に適した栽培法の検討や

品でも表示ができるため、JAや生産者の注目を集めてい

労働力の確保などの課題に取り組むとともに、輸出政策と

る。著者は、これまでリンゴのポリフェノールに着目し、

もリンクしながら拡大させていって欲しい。また他の生

その分析法の開発や品種間での違い、糖・脂質代謝制御な

鮮食品への展開も視野に入れて欲しい。

どの機能性研究に取り組んでいる。その出口戦略として、

ナビゲーター

本稿で紹介するように生鮮や加工食品での機能性表示食

つくばサイエンス・アカデミー

品の開発を進めている。機能性表示食品の開発には、生産

コーディネータ

地域の JA や食品企業、地方公設試や大学との連携は必要

伊ヶ崎 文和

不可欠であり、リンゴ生鮮や加工食品での届出を目指して

赤い色素であるアントシアニン類や

予防、抗老化作用など様々な生体調

られ、機能性の表示が許可される食品

カテキン・プロシアニジン類など、様々

節機能が報告されている（ 1-6 ）。最近、

だが、表示されている効果や安全性に

なタイプのポリフェノール類が含ま

我々が行った二重盲検ヒト介入試験

ついては国が審査を行い、食品ごとに

れている。我々が行った分析では、カ

では、空腹時血糖値が正常高値および

消費者庁長官が許可を行っている。

テキン・プロシアニジン類がリンゴ

境界領域の被検者にリンゴポリフェ

また、販売する食品を用いたヒト試験

の中で最も多く含まれている（図 1 ）。

ノールを 12 週間連続摂取させると、

で科学的根拠を示すことが必要であ

リンゴ以外にもチョコレート、ナッツ

糖負荷後の血糖値上昇が有意に抑制

るため、食品開発に多額の費用と時間

などに含まれ、食品によって、プロシ

されることが明らかになった

。ま

を必要としている。一方、
「 栄養機能

アニジン類の種類が異なる。プロシ

た、このようなリンゴポリフェノール

食品」は一日に必要な栄養成分（ビタ

アニジン類は、ポリフェノールの中で

摂取による血糖値の上昇抑制は、正常

ミン、ミネラルなど）を補うことを目

も比較的強い抗酸化作用を持つ。ま

な血糖値の人では見られなかったこ

的としており、科学的根拠が認められ

た、動物実験やヒト試験によって、抗

とから糖尿病の予防につながるので

た栄養成分について国が定めた表現

アレルギー作用、抗腫瘍活性、糖・脂

はないかと考えられた。

によって機能性を表示することが可

（7）

質代謝調節機能、育毛作用、動脈硬化

能である。
3. リンゴの機能性表示食品の開発

平成27年４月から施行された「機
能性表示食品」制度は、事業者の責任
において安全性や科学的根拠をもと

図1 リンゴ由来プロシアニジンの化学構造

食品の健康機能性に関するデータ

に機能性を表示できる制度で、販売前

が蓄積されてきたが、その機能性を表

に消費者庁に届出ることになってい

示することができる食品は、これまで

る（1）「
。機能性表示食品」の届出には、

国が個別に許可した「特定保健用食

大きくわけて①表示しようとする食

品（トクホ）」と、国の規格基準に適

品の安全性、②食品中の機能性関与成

合した「栄養機能食品」に限られてい

分の分析法、および成分量の担保、③

た。トクホは、健康の維持増進に役立

表示しようとする機能性の科学的根

つことが科学的根拠に基づいて認め

拠（研究レビューまたは介入試験）を
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示す必要がある。この制度で最も注

るが、学術研究と同等の方法を用いて

行った研究レビューでは、リンゴの主

目される点は、農産物などの生鮮食品

行うため専門知識を必要とすること

要なポリフェノールのプロシアニジ

でも事業者の責任において機能性を

や、研究論文の被検者には疾病に罹患

ンを摂取することで「内臓脂肪を低

表示することが可能なことである。

している者を含まないとするガイド

減する」機能性があることが確認さ

しかしながら、加工食品の機能性表示

ラインの条件に合わない文献も多く、

れた。研究レビューの結果は、みかん、

食品の届出件数は順調に増えている

研究レビューを行えないことも原因

ほうれん草、大豆など他の農産物の機

にもかかわらず、生鮮食品の届出件数

となっている。そこで、農研機構を中

能性とともにHPで公表されている。

は37件（令和元年9月17日現在）と

心として、青森県や長野県のJAや企

（ https://www.naro.affrc.go.jp/

全体の2％にも満たない（図２）。届

業、大学、地域公設試と連携し、必要

project/f_foodpro/2016/063236.

出に必要な機能性成分の分析法の確

なデータの取得などのサポートを行い、

html）。

立やデータの取得、機能性の科学的根

機能性表示食品の届出を目指すこと

拠の証明には専門的な知識を必要と

にした。

するため、届出を目指す地域のJA 、

また、リンゴのプロシアニジン類の
分析法を開発し、上記の機能性に必要

リンゴは数千年前の古代エジプト

なリンゴ生果や加工食品の摂取量を

農業生産法人、企業では対応できる体

で栽培されていた記録が残されてお

求めた。リンゴ生果の場合、産地、品

制にないことがある。特に、機能性の

り、世界的に長い食経験もあり、安全

種、栽培法などによって、個体差があ

科学的根拠を示すためには、最終製品

な食品である。また、明治時代以降、

ることが予測されることからプロシ

を用いたヒトを対象とした介入試験

日本に西洋リンゴが導入され、病害抵

アニジン量のばらつきを把握し、機能

によることが望ましいとされている。

抗性、食味、収量などの改良を目的に

性表示食品とする条件を特定した。

しかし、介入試験の研究費用は高額で

「ふじ」、
「王林」、
「シナノゴールド」な

その結果、研究レビューによって示さ

あることや、実施経験のないJAや農

ど様々な品種が育種され、日本のみな

れたリンゴプロシアニジン必要量を

業生産法人などの中小企業や生鮮食

らず、世界的に広く普及している。ま

摂取するためには、一日300g のリン

品の生産者ではヒト介入試験を実施

た、リンゴのポリフェノールについて

ゴを摂取することが必要であること

するのは難しい。また、国内外の過去

は、単回投与試験や慢性毒性試験など

が示された。以上の研究成果をまと

の文献調査による研究レビューによっ

の安全性の試験が行われ、その安全

め、つがる弘前農業協同組合では、基

て科学的根拠を示すことも可能であ

性が確認されている

準以上の大きさの「ふじ」、
「 王林」に

。農研機構で

（8）

加工食品（サプリメント形状）

加工食品
（その他）

400

366

344
350

304
271

300
機能性表示食品の届出数

生鮮食品

230

250
200
146

215

158

150

119

97

100
50
0

3
2015

図2 機能性表示食品の届出数の推移
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令和元年９月現在

ついて、
「プライムアップル！」
（図３）

輸出を積極的に進めており、香港や台

4. 機能性表示食品の課題と
今後の展開

として機能性表示食品の届出を消費

湾など東南アジアへの輸出量は約3

者庁に行い、リンゴ（生鮮）では初め

万トン（平成30年度）と増加してい

て届出を完了した。リンゴは高い貯

機能性表示食品制度がスタートし

る。また、機能性表示食品制度は海外

蔵技術によって通年供給されている

て４年が経過し、届出件数の増加とと

の市場でも注目されており、機能性成

が、リンゴ生果の機能性表示食品では

もに、市場規模も拡大している。消費

分や科学的根拠を担保した「プライ

階級や等級を限定していることから

者には、
「特定保健用食品」や「栄養機

ムアップル！」は国際的な市場でも

通年供給は難しい（図４）。そこで、

能食品」との違いがわかりにくく、認

注目されている。国内のリンゴ生産

ドライフルーツやジュースなどの加

知度が低いのが課題と言われている。

や消費を維持し、海外への輸出に対応

工食品の機能性表示食品を開発する

リンゴでは、機能性表示食品とするこ

した国際競争力を強化するためには、

ことによって年間を通してリンゴの

とで、一般のリンゴとの差別化を図り、

本制度の積極的な活用による高付加

機能性食品を摂取できるよう、森食品

高い付加価値をつけることができ、販

価値化とともに、労働力の確保、栽培

工業㈱からリンゴ「シナノゴールド」

売価格もより高値で販売されている。

法の見直しなど、リンゴの生産体制の

を使ったドライフルーツの「毎日アッ

出荷数量も順調に伸びているため、

強化が必要となる。

プル」の届出を行い、リンゴの生鮮と

JA の買取価格も高く設定されており、

加工食品の両方で機能性表示食品を

農家の収益増加にも貢献している。

開発することができた。現在、ジュー
スでの届出も検討中である。

プライムアップル！
（ふじ）

する研究の一部は、
「革新的技術開発・

環太平洋連携協定（TPP）合意に

緊急展開事業（うち経営体強化プロ

よって、政府はリンゴなどの農産物の

ジェクト）、
「革新的技術開発・緊急展
開事業（うち地域戦略プロジェクト）」

プライムアップル！
（王林）

届出番号：C385

なお、リンゴの機能性表示食品に関

の支援のもと行われました。

届出番号：D399
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