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天然由来の機能性素材の市場調査と消費者アンケートを実施
―２０２５年国内市場予測（２０１７年比）―
■天然由来の機能性素材 ２,７５０億円（２７.１％増）
〜スポーツ関連、脳機能改善、ストレス対応、抗疲労などを訴求した素材の市場が活性化〜
●消費者における美容・健康機能に関する悩み・トラブルランキング
〜「肌（シミ、シワ、乾燥、老化、ニキビなど）
」
、
「運動不足」が男女ともに上位に〜
総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 清口 正夫 03‑3664‑
5811）は、様々な角度から健康維持・増進機能を訴求した商品開発が進むサプリメントや健康食品、化粧品、一般
用医薬品、医療用医薬品などの原料として使用される、天然由来の機能性素材の国内市場を調査した。
その結果を「生物由来有用成分・素材市場徹底調査 ２０１９年」にまとめた。
この調査では、注目の天然由来の機能性素材について、動物系１４品目、植物系２８品目、合成系８品目の国内
市場の現状を分析し、将来を予想した。また、消費者における健康・美容に関する悩み・トラブルや、成分・素材
の認知度や効果の体感性などについて消費者アンケート調査を実施した。
＜調査結果の概要＞
■天然由来の機能性素材５０品目の国内市場
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天然由来の機能性素材５０品目を対象とした全体市場は拡大を続けており、
２０１８年は前年比４.０％増の２,
２４９億円が見込まれる。動物系が同４.４％増の１,１９３億円、植物系が同４.４％増の８８３億円と堅調に伸
びる見込みである。機能性表示食品やインバウンド需要などの外的要素に加えて、素材の開発や研究に注力するサ
プライヤーの増加により、今後も拡大が予想され、２０２５年には２０１７年比２７.１％増の２,７５０億円が予
測される。

動物系素材市場では、乳酸菌・ビフィズス菌、プロテオグリカン、乳タンパクが注目される。乳酸菌・ビフィズ
ス菌は、ヨーグルト市場が低迷する中、一般加工食品での採用ニーズが拡大し、さらに機能性表示食品での届出受
理件数も増加傾向であり市場成長が続いている。プロテオグリカンは、コラーゲンやコンドロイチンなどと比べる
と市場は小規模であるが、美容関連素材としての引き合いが増加し、関節対応素材としての需要も増加している。
乳タンバクは、プロテインとして飲用するユーザーが顕著に増加しており伸びている。２０２０年東京五輪を控え
スポーツ人口の増加が予想されるため、今後も堅調な伸びが期待される。
植物系素材市場では、食物繊維、大麦若葉、レシチン、ルテインなどが市場をけん引している。食物繊維は加工
食品の物性改善での使用に加えて、糖の吸収抑制、整腸作用を訴求した食品が機能性表示食品として数多く届出受
理されたことで伸びている。大麦若葉は青汁の売れ行きが好調なことにより需要が増えている。レシチンは健康食
品、化粧品、医薬品など幅広く使用されており、安定した需要がある。
また、市場規模は小さいものの、ホスファチジルセリン、ノコギリヤシ、大豆タンパクなどは今後の伸びが期待
される。ホスファチジルセリンは、認知力や記憶力など脳機能改善を訴求したブレインフーズの一つとして注目さ
れている。２０１７年以降、ホスファチジルセリンを使用する食品が機能性表示食品として届出受理されており、
今後大きく伸びるとみられる。ノコギリヤシは、排尿障害や頻尿、尿漏れの改善効果への体感性の高さなど泌尿器
系の機能向上を訴求した素材として消費者から評価され、リピーターが増加しており、今後も伸びが期待される。
大豆タンパクは、減量をしつつ筋肉増加が期待できるなどの特性が理解され、日常的に運動をする人やライトアス
リートなどの増加により市場は拡大している。
合成系素材市場は、アミノ酸関連素材が中心となり市場をけん引している。ＢＣＡＡ、Ｌ−アルギニン、Ｌ−カ
ルニチン、ＨＭＢ、クレアチンなどはスポーツ分野での訴求が中心となる。また、コエンザイムＱ１０では抗疲労、
Ｌ−テアニンでは睡眠関連などの機能訴求がみられる。
訴求別にみると、スポーツ関連、脳機能改善、ストレス対応、抗疲労などを訴求した素材の市場が活性化してい
る。スポーツ関連は、東京五輪を目前に控え、パフォーマンス性の向上や筋力向上などを目的に乳タンパクやＬ−
アルギニンなどの市場成長が期待される。脳機能改善は、高齢化が進む中、認知症予防に対する需要が高まってお
り、ＤＨＡ／ＥＰＡ、イチョウ葉、プラズマローゲンなどの市場拡大が続いており、さらに配合食品が機能性表示
食品として届出受理されているホスファチジルセリンが、今後大きく伸長するとみられる。睡眠質向上・ストレス
ケアでは、Ｌ−テアニン、ＧＡＢＡなどが好調である。
＜注目市場＞
●ホスファチジルセリン
（億円）
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ホスファチジルセリン（ＰＳ）はリン脂質の一種で、主な訴求機能として認知力改善作用や記憶力の改善作
用、集中力向上作用、ＡＤ／ＨＤ（注意欠陥多動性障害）の改善作用、抗ストレス作用などが認知されている。
２０１２年にイチョウ葉やＤＨＡ／ＥＰＡに並ぶブレインフーズとしてテレビ番組で紹介され、参入各社が積
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極的にＰＲ活動を行ったことにより認知度が向上した。２０１７年以降、ＰＳを主要素材とした食品が機能性表
示食品として届出受理されていることで、脳機能関連素材として応用製品化も活発化し市場拡大が予想される。
素材自体の安定性がよくないため、飲料や熱加工する食品では採用が進んでおらず、サプリメントを中心に採
用されている。
脳機能関連素材はＤＨＡ／ＥＰＡやイチョウ葉、プラズマローゲンなど認知度の高い競合素材が多いため、今
後さらなる啓発活動が必要となるが、堅調な需要に支えられ２０２５年の市場は２０１７年比５.３倍の３８.５
億円が予測される。

●消費者アンケート調査
【消費者における美容・健康機能に関する悩み･トラブルランキング】
（男女各５,０００人対象。マルチアンサー）
総合
男性
女性
1 肌（シミ、シワ、乾燥、老化、ニキビ）
2 運動不足

1 運動不足
2 肌（シミ、シワ、乾燥、老化、ニキビ）

1 肌（シミ、シワ、乾燥、老化、ニキビ）
2 肉体疲労

3 肉体疲労
4 目（疲れ目、ドライアイなど）

3 歯・口内（口臭・虫歯・歯周病）
4 目（疲れ目、ドライアイなど）

3 運動不足
4 髪の美容（つや、枝毛など）

5 歯・口内（口臭・虫歯・歯周病）

5 肉体疲労

5 目（疲れ目、ドライアイなど）

総合回答率が最も高かったのは「肌（シミ、シワ、乾燥、老化、ニキビなど）
」
、次いで「運動不足」
「肉体疲労
（肩こり、首凝り、眼精疲労など）
」
「目（疲れ目、ドライアイ、ピント調節など）
」となった。これら４項目は過
半数を超える回答率となった。
男性と女性を比較すると、男性よりも女性の方が各項目とも高い回答率となった。
男性では、回答率が最も高いのは「運動不足」であるが、回答率は５０％を下回っている。続いて「肌」
「歯・
口内（口臭・虫歯・歯周病）
」
「目」
「肉体疲労」となった。
女性では、
「肌」が８６％と高い回答率となった。続く「肉体疲労」
「運動不足」
「髪の美容」
「目」
「歯・口内」
の５項目は回答率が５０％を超えている。
男性と女性で回答率に差がある項目として、
「肌」
（男性４４％：女性８６％）
「髪の美容」
（男性１９％：女性６
０％）
「冷え症」
（男性１３％：女性４７％）が挙げられる。一方、
「歯・口内」
（男性４３％：女性５４％）
「睡眠
（睡眠の質、不眠）
」
（男性３８％：女性４９％）
「花粉症、鼻炎、等」
（男性３８％：女性４４％）
「肥満、メタボ」
（男性３８％：女性３９％）などは、男性と女性共に高い回答率となった。

＜調査対象＞
・イミダゾールジペプチド
・エラスチン
・肝臓加水分解物
・グルコサミン
・アスタキサンチン
・イチョウ葉
・ウコン
・エクオール
・大麦若葉
・オリーブ抽出物
・ＧＡＢＡ
・ＨＭＢ
・Ｌ−アルギニン

動物系（１４品目）
・コラーゲン
・乳タンパク
・コンドロイチン
・ヒアルロン酸
・ＤＨＡ／ＥＰＡ
・プラズマローゲン
・乳酸菌・ビフィズス菌 ・プラセンタ
植物系（２８品目）
・桑葉
・納豆菌培養エキス
・サラシア
・ノコギリヤシ
・食物繊維
・ビルベリー
・セラミド
・フコイダン
・大豆イソフラボン
・ブラックジンジャー
・大豆タンパク
・β‑グルカン
・トコトリエノール
・ホスファチジルセリン
合成系（８品目）
・Ｌ−オルニチン
・Ｌ−テアニン
・Ｌ−カルニチン
・クレアチン
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・プロテオグリガン
・ラクトフェリン

・マカ
・ラフマ
・リコピン
・緑茶抽出物
・ルテイン
・レシチン
・レスベラトロール
・コエンザイムＱ１０
・ＢＣＡＡ
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＜調査方法＞
富士経済専門調査員による参入企業および関連企業・団体などへのヒアリングおよび関連文献調査、社内データベ
ースを併用。消費者における美容・健康機能に関する悩み･トラブルランキングは１８歳以上の男女１０,０００人
を対象にインターネットを利用したアンケート調査を実施（２０１８年９月１２日〜１５日）
。
＜調査期間＞
２０１８年９月〜１１月
以上
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