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3. 機能性農産物等を活用した食環境の整備 

 

3.1. 29年度から新たに加わる 2品目において実施する取組 

 

3.1.1. こいくれない 

 

(1) 品種の特性 

 

① 農産物の特性 

「こいくれない」は、金時にんじんと五寸にんじんの交配からできた、両方の長所を併せも

ち、見た目にも美しい鮮やかな赤色をしている。 

一般的なにんじんにはほとんど含まれないリコピンを多く含有し、カロテンとリコピンの両方

をバランスよく含んでいるため、一般のにんじんに比べてカロテノイド総量が多く、機能性にす

ぐれた品種である。にんじん臭が少なく、甘みに富んでいるため、加熱調理はもちろんのこと、

サラダやジュースなどの生食にも適している。 

 

図表 3-1 こいくれないと一般のにんじんの成分比較 

 

出所：NK アグリ株式会社 

2015年度収穫分のβ-カロテン及びリコピン含有量 

(平均値、分析依頼先：(一財)日本食品分析センター) 

 

② 機能性関与成分の特性 

リコピンは、トマトなどの野菜やスイカ、ピンクグレープフルーツ、アンズ、グアバなどの果物

に含まれる赤い色素で、カロテノイドの一種である。血中 HDL(善玉)コレステロールを増や

す働き、健康な血圧をサポートする働きがあることが報告されている。 

リコピンは、脂溶性で熱にも強く油とともに摂取すると吸収性が高まると言われている。  
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(2) 検討会の概要 

 

① 検討会メンバー 

 

② 検討会開催状況 

回数 開催日時及び場所 議題 

第 1回 2017年 9月 20日(水)10:00~ 

有限責任あずさ監査法人 東京事

務所 

(1)実証的調査について 

第 2回 2017年 11月 20日(月)13:00~ 

有限責任あずさ監査法人 東京事

務所 

(1)機能性関与成分の分析方法について 

(2)メニューや加工食品の開発について 

第 3回 2017年 12月 14日(木)13:00~ 

有限責任あずさ監査法人 東京事

務所 

(1)メニューや加工食品の開発について 

(2)試食会アンケートについて 

(3)量販店での店頭試食会について 

第 4回 2018年 1月 13日(土)15:00~ 

KITADA SARUGGA(鹿児島県鹿

屋市) 

(1)こいくれないを用いたメニューの一般向け試食会 

 

  

生産者 
NK アグリ株式会社 三原 洋一、山川 空 

販売事業者 

加工事業者 日本製粉株式会社 紙透 さち子 

メニュー開発 野菜ソムリエプロ 土師 智子、松本 久美子 

事務局 有限責任あずさ監査法人 林 哲也、今野 亮、相馬 知

佳 
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(3) 流通段階での機能性関与成分含有量の確認 

 

① 実施概要 

こいくれないに関して、収穫されてから消費者に届くまでの機能性関与成分量の確認を

するため、流通期間と保存温度の違いによる機能性関与成分等の変化を確認した。 

 

図表 3-2 こいくれないの機能性関与成分分析フロー 

 

 

            

 

 

② 分析結果 

4ヶ月間の貯蔵においてもリコピン含有量に有意差は認められなかった(図表 3-3)。一

般的に推奨される貯蔵温度 1℃においては、商品性およびリコピン含有量とも変化がなく

良好であった。収穫から流通の期間は最大でも 2 か月程度なので、流通期間中の成分

変化については問題ないと言える。 

 

  

NKアグリ 日本製粉株式会社 

和歌山県和歌山市 神奈川県厚木市 
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図表 3-3 流通過程における機能性関与成分の計測結果 
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(4) メニューや加工食品の開発 

 

① 3品目の選定 

メニューや加工食品の開発は、以下に示すような順序で実施した。 

 

ア）NK アグリ㈱がメニューや加工食品を企画 

にんじんの分量を多く使っているもの、過去の販促活動で実施したレシピ提案のな

かで消費者の評価の高かったものを調理法ごとに複数ピックアップし、レシピの企画を

行った。また、メニューや加工食品の機能性関与成分の分析に合わせ、「生」、「加

熱」、「ペースト」などの調理カテゴリに区分した。 

 

イ）バイヤーによるレシピメニューの評価を実施 

株式会社カスミのバイヤーが、NK アグリ㈱が企画した 13品目の評価を実施した。 

 

図表 3-4 企画した 13品目 

調理カテゴリ 調理法 概要 上市 

可能性 

コメント 

生 

カットサラダ グリーンレタスに合わせて千切り

にしたこいくれないを使用 

〇   

ラペ 酢、オリーブオイルとあえる調

理。甘さが際立つ調理方 

△   

松前漬け       

加熱 

むし野菜 蒸気加熱することで栄養価、

味の濃さの減少を防ぐ 

〇 非常に味の差が際立ってわ

かりやすい 

しりしり 千切りのこいくれないと卵、ツナ

を合わせゴマ油でいためる 

◎ 既存の総菜には無いが、総

菜としてよい 

ハニーグラッセ バターで炒めたのちに牛乳、は

ちみつを加え煮込む 

  認知度が低い 

バターロースト バターにて少し焦げ目がつくまで

炒める 

  認知度が低い 

ペースト 
ドレッシング ペーストに米酢、醤油、砂糖、 

サラダ油、ごま油を混ぜて作成 

  にんじんドレッシングは多くあ

るので差別化が難しいと思う 
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キャロットクリームコロ

ッケ 

こいくれないの発色の良さを生

かしたクリームコロッケ 

△ 色付けとしてはよいが、こいく

れないである必要はないので

は？ 

パスタサラダ パスタのサラダのドレッシングとし

て利用 

  色付けとしてはよいが、こいく

れないである必要はないので

は？ 

ポタージュ 牛乳で伸ばし、コンソメなどで

味を調えたポタージュ 

◎ 色がきれいだしコクのある味が

良い 

搾汁 ジュース 搾汁し、リンゴ果汁で味の調整

を行ったもの 

△   

揚げる スティック揚げ   ◎ 揚げることで甘みが増すので

非常に相性が良い 

 

ウ）バイヤーが選定したメニューの開発を実施 

バイヤーによる選定の結果、評価を得た下記 3品目のレシピ開発を行った。 

(図表 3-4 の「市場可能性」が◎の 3品目) 

 

図表 3-5 選定・開発した 3品目 
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エ）機能性関与成分含有量の分析 

バイヤーによるメニュー評価を実施した 13品目のうち、5品目について機能性関与

成分の分析を実施した。選定したメニューに応じて、日本食品標準成分表記載の方

法で分析を行った。リコピンは、油いため、素揚げともに重量変化率を加味すると成分

変動率(残存率)が 72%と加熱にも強いといえる。 

よって、脂溶性のリコピンを摂取するメニューとして｢しりしり｣や｢スティック揚げ｣がよい

と考えられる。ジュースについては、1.38mg/100g と低い値となっているが、にんじん

平均摂取量 21.8g/日をジュースに置き換えた場合は、約 83g の摂取となるためリコ

ピンを摂取する選択肢の一つとして考えられる。 

 

図表 3-6 開発メニューの機能性関与成分の分析結果 

メニュー名 調理法 分析結果(リコピン) 

カットサラダ 生 5.24mg/100g 

しりしり 油いため 4.85mg/100g 

今回の調理での重量変化率 78%を

加味すると 3.78mg となり、成分変動

率(残存率)は 72% 

スティック揚げ 素揚げ 5.99mg/100g 

今回の調理での重量変化率 63%を

加味すると 3.77mg となり、成分変動

率(残存率)は 72% 

ポタージュ ペースト(製品) 5.16mg/100g 

ジュース ジュース(製品) 1.38mg/100g 
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(5) 開発製品の販売価格の試算と消費者向け試食会の開催 

 

① 実施概要 

バイヤー試食会と同時に、鹿屋市での試食会を開催した。試食会では、試食前に調

査員がこいくれないの機能性についての説明を行い、試食後にアンケートを実施し、その評

価を伺った。 

 

図表 3-7 現地試食会の概要 

 

図表 3-8 現地試食会の様子 

 

 

  

分類 開催日時及び場所 試食メニュー アンケート回答者数 

現地試

食会 

2018年 1月 13日(土) 

15:00~17:00  

KITADA SARUGGA(鹿児

島県鹿屋市) 

 しりしり 

 ポタージュ 

 スティック揚げ 

30名 
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図表 3-9 首都圏での試食会におけるアンケート項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

分類 質問項目 

現地試

食会 

Q1 性別 

Q2 年代 

Q3 世帯構成 

Q4 食事傾向 

Q5 健康な食生活を継続するために必要なこと 

Q6 機能性表示食品 / 機能性農産物の購入の有無 

Q6-1 何を購入したか 

Q6-2 購入する場所はどこか 

Q7 機能性表示食品 / 機能性農産物に対するイメージ 

Q8 機能性表示食品 / 機能性農産物の魅力(自由記述) 

Q9 魅力の伝達に重要な要素(自由記述) 

Q10 調査対象機能性農産物の認知度・購入経験 

以下設問は、食べ比べと料理の試食の際にそれぞれ質問 

【食べ比べと料理に対する感想】 

Q1-1 食べ比べの評価(10段階評価) 

Q1-2 料理への感想(自由記述) 

Q2-1 食材として使われた品目に対する購入意思 

Q2-2 継続的に購入したいと思う値段 

Q2-3 購入したくないとする場合どのような点が改善されれば購入を検討す

るか(自由記述) 

【気に入った機能生成農産物について】 

Q1-1 特にいいと思った機能性農産物 

Q1-2 Q1-1 で選択した農産物について、アピールポイントと改善点(自由

記述) 

Q2 どのようなメニューや商品があれば試してみたくなるか(自由記述) 

Q3 パッケージや POPなど、工夫したらいいと思う点について(自由記述)  

Q4 多くの人へのアプローチ方法について 
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② アンケート分析結果 

 

ア）属性 

 性別は男性(14人)、女性(16人)のほぼ半々で構成されており、年代は30代

～50代(22人)が一番多かった 

 世帯構成は夫婦のみ(11人)、夫婦と子ども(13人)の世帯が多い 

 家庭での調理が中心(24人) 

 

図表 3-10 属性 

 

 

 

イ）主要な調査結果 

「健康的な食生活を継続するために必要な要素は？」という問いに対し、「おいしさ

(21 人)」が最も多かった。「買い物や調理の手間の軽減 (12 人) 」、「保健機能食

品 (12人)」、「手頃な価格(11人)」が続いた(図表 3-11)。 

機能性農産物の購入経験は、「購入したことがある(20人)」が、「購入したことがな

い(10人)」を大幅に上回った(図表 3-12)。購入した商品は「加工品(12人)」が最

も多く、購入場所は「スーパーマーケット(12人)」が最も多かった(図表 3-13)。 

機能性表示食品や機能性農産物のイメージは、「体によさそう(22 人)」、「価格が

高い(19人)」が多かった(図表 3-14)。 



57 
© 2018 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.  

 

こいくれないの認知度・購入経験は、認知度が41%と高かった。購入経験は15%、

健康効果に対する認知度は 7%にとどまった(図表 3-15)。 

 

図表 3-11 健康的な食生活を継続するために必要な要素 

 

 

図表 3-12 機能性農産物等の購入経験 
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図表 3-13 機能性農産物等の購入経験(詳細) 

 

 

図表 3-14 機能性農産物等のイメージ 

 

 

 

図表 3-15 こいくれないの認知度・購入経験 

ウ）食べ比べ 

こいくれないと一般的な品種と食べ比べを実施した。見た目、香り、味、食感の4項

目を 10段階(1点：非常に悪い ～ 10点：非常に良い)で評価して頂いた。 

  

図表 3-16 食べ比べの評価  

一般的なにんじん こいくれない 

見た目 6.4 7.6 

香り 5.6 6.7 

味 5.2 7.8 

食感 6.0 7.0 

 

 

 

 



59 
© 2018 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.  

 

「こいくれない」は一般的なにんじんと比較し、4項目とも高評価であった。自由記述

の意見では、30 人中 12 人が「味の濃さ、甘み」に言及していた。他に、「にんじん臭

が少ない」(8人)、「色合いが良い」(5人)との意見があった。 

 

エ）試食メニュー 

こいくれないを用いた以下のメニューの試食を実施した。試食したメニューについて、

見た目、香り、味、食感の 4項目を 10段階(1点：非常に悪い ～ 10点：非常

に良い)で評価して頂いた。試食メニューの詳細については、(4)①ウ）「図表 3-5 

選定・開発した 3品目」参照。 

 しりしり 

 ポタージュ 

 スティック揚げ 

 

図表 3-17 試食メニューの評価 
 

しりしり ポタージュ 
スティック

揚げ 

見た目 6.3 8.3 7.2 

香り 6.0 7.3 7.6 

味 6.6 7.9 8.7 

食感 7.0 7.9 7.9 

 

 

 

 

 

  



60 
© 2018 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.  

 

試食メニューは食べ比べと比較し、試作品であるためかポタージュを除き食べ比べの得点に

は及ばなかった。今後も試作や改良を重ね、商品化につなげることが望まれる。 

また、産地では素材そのものについて好まれる傾向があり、加えて試食会では生産者も出

席し、生鮮に対するこだわりが多少評価に影響を与えたものと考えられること、食べ比べの際

のインパクトが開発メニューの評価に影響を与えたことも要因として推察される。 

同様に、すべての項目において 5 を上回り、高い評価を得た。自由記述の意見では、ステ

ィック揚げで、「甘みが際立つ」との意見があった。 

 

オ）試食メニューの素材購入動向 

試食メニューの素材購入動向について、30人中 18人が購入意向を示した。 

 

図表 3-18 試食メニューの食材の購入希望 

 

さらに、購入希望者に対して、どのくらいの量と値段であれば継続的に購入したいか

伺った。 
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図表 3-19 生鮮品の価格検討 

 生鮮品 

 Ｍサイズ Ｌサイズ 

回答人数 21 6 

平均量(本) 2.5 2.2 

平均価格(1本・個当たり/円) 84 89 

 

図表 3-20 試食メニューの価格検討 

 試食メニュー 

 しりしり ポタージュ スティック揚げ 

回答人数 13 14 14 

価格帯 

(100g当たり/円) 
75∼250 98∼325 33∼350 

平均価格(円) 144 167 161 

 

生鮮では 30人中 27人が回答し、そのうち、21人が購入対象として「Mサイズ」と

回答した。価格帯は、産地県内では農産物が比較的手に取りやすい価格で流通し

ているためか現行の商品価格を下回った。 

また、こいくれないの魅力を多くの人に伝えるときに、どのようなことが重要か伺ったとこ

ろ、「パッケージや POP でのアピール(6 人)」、「実食による味のアピール(5 人)」、「機

能性のアピール(4人)」などの意見があった。 

試食メニューでは 30人中 13 人～14人と回答者が生鮮品のほぼ半数程度であ

った。 

価格帯の検討に当たっては 1人前＝100g と仮定して算定を行った。バラつきが大

きかったが、どのメニューも 100円～200円の回答が多かった。 
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(6) 店頭アンケートの実施 

 

① 実施概要 

こいくれないを取り扱っている 3 量販店 11店舗にて、こいくれないの試食を行い、購買

者に対して購買動機に関する店頭アンケートを実施した。以下にその結果を示す。 

 

図表 3-21 店頭アンケートの概要 

 

図表 3-22 店頭アンケートの項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

分類 事業者名 開催日時及び店舗名 アンケート回答者数 

店頭アン

ケートの

実施 

イトーヨーカドー  2018年 1月 27日(土) 

木場店、グランツリー武蔵小杉店、アリオス砂

町店 

240名 

ダイエー 2018年 1月 20日(土) 

いちかわコルトンプラザ、新松戸店、港南台店、

南砂町スナモ店 

カスミ 2018年 2月 1日(木) 

フードスクエア八潮駅前店、学園店、オリナス錦

糸町店、宮代店 

分類 質問項目 

店頭アン

ケート 

Q1 性別 

Q2 年代 

Q3 世帯構成 

Q4 こいくれないを選んだ理由 

Q5 上記以外で選んだ理由(自由記述) 

Q6 こいくれないの名称、健康効果に対する認知度、購入経験 



63 
© 2018 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.  

 

② アンケート分析結果 

 

ア）属性 

性別は女性が 201人と大半を占めており、年代は 60代(54人)が一番多く、30

代(42人) 、40代(42人)が続いた。子供がいる世帯が多かった(104人)。 

 

図表 3-23 属性 

 

 

 

イ）主要な調査結果 

こいくれないを選択した理由として、「リコピンが入っているから(120 人)」、「試食が

美味しかった(113人)」を購入理由に上げた消費者が多かった。 

また、「体に良さそう(90 人)/栄養機能食品だから(50 人)/リコピンが入っているか

ら(120 人)/機能性野菜だから(14 人)」といった健康効果への期待を購買動機とし

て選択した数は延べ 274人だった。 

こいくれないの認知度・購入経験は、認知度が 30%、購入経験が 25%を上回っ

た。一方で健康効果への認知度は 18%にとどまった。 

上記については、図表 3-24参照のこと。 
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図表 3-24 こいくれないの選択理由・認知度・購入経験  

 

 

(7) 今後の検討課題 

今回のメニュー開発および試食会実施により、上市し得る商品や価格帯については明らか

になった。特に、試食アンケートに関しては味に関するコメントがほぼすべての回答者から得られ

たことから、「消費者に受けいれられる味」ということが、機能性農産物加工品開発の要である

ということがより明確化された。 

さらに、店頭購買者の追跡調査によって、購買動機についても明らかにすることができた。ア

ンケート、健康機能への期待から購買される方が多いということが分かったが、一方で「機能性」

という言葉の認知度の低さが分かった。またおいしさで購入する消費者も一定数いることもわか

った。 

今後は、本実証で開発したメニューの上市と機能性表示食品への届出に向けた具体的な

活動を進めていく必要があり、平成 30年度以降の取組として以下のような物が考えられる。 

 

① 消費者への訴求ポイントの整理 

店頭購買アンケートにより、「機能性」という単語の認知度の低さについては明確になっ

た。また、消費者の野菜を買う際の動機として、味に対する評価も含まれていることも判明

した。そのため、機能性野菜においても、「機能性表示制度を利用して機能性を表示する

こと」のみではなく、味や甘さ等についても合わせて評価し、消費者にとってわかりやすい表

示ができる体制を構築することが望まれる。 

 

② 加工品などの商品価格の設定 

試食したメニューや加工品については、味への評価は非常に高いものの、価格について

は、一般のにんじんメニューと同等、もしくは、それ以下の価格での購入を希望する声が多

く集まった。ただし、野菜が比較的手に取りやすい価格帯で購入できる産地県での調査で

あることを考慮に入れる必要がある。 
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③ 詳細な購買動機の把握 

こいくれないは、一般のにんじんより発芽率が悪く、生育期間も長いことから生産性にお

ける課題が多い。一般の野菜との同規格、同価格帯での供給を行う供給体制の構築は

困難であるため、一般にんじんと同価格帯でのメニュー上市のためには、使用する量や流

通規格等についてより詳細な検討を行い、野菜の選択において、機能性を付与した代わ

りにどのような点の妥協が可能であるか、より詳細に消費者の購買動機を探っていくことや、

健康意識への啓蒙活動が望まれる。 
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3.1.2. フルティカ 

 

(1) 品種の特性 

 

① 農産物の特性 

「フルティカ」はタキイ種苗が開発した中玉トマトであり、同社が開発している従来赤大

玉トマトと比較してリコピンが約 2 倍の含有量がある品種である。糖度が 7~8 度と高く、

果肉は滑らかで弾力性がある。 

機能性関与成分として、カロテノイドの一種であるリコピンが多く含まれる特性がある。 

 

図表 3-25 フルティカと従来トマトのリコピン含有量の比較 

 

出所：タキイ種苗株式会社 

 

② 機能性関与成分の特性 

リコピンは、トマトなどの野菜やスイカ、ピンクグレープフルーツ、アンズ、グアバなどの果物

に含まれる赤い色素で、カロテノイドの一種である。血中 HDL(善玉)コレステロールを増や

す働き、健康な血圧をサポートする働きがあることが報告されている。 

また、リコピンは、脂溶性で熱にも強く油とともに摂取すると吸収性が高まると言われている。 
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(2) 検討会の概要 

 

① 検討会メンバー 

 

② 検討会開催状況 

回数 開催日時及び場所 議題 

第 1回 2017年 8月 30日(金)13:00~ 

徳島県農林水産総合技術支援センター 

(1)検討会の進め方について 

(2)課題の共有 

(3)実証的調査について 

第２回 2017年 9月 22日(金)10:00~ 

デリカフーズ株式会社 東京事業所 

(1)実証的調査について 

第３回 2017年 11月 22日(水)10:00～ 

デリカフーズ株式会社 東京事業所 

(1)機能性関与成分の分析方法について 

(2)メニューや加工食品の開発について 

第４回 2017年 12月 25日(月)13:00～ 

デリカフーズ株式会社 東京事業所 

(1)メニューや加工食品の開発について 

(2)試食会アンケートについて 

(3)量販店での店頭試食会について 

第５回 2018年 2月 5日(月)12:00～ 

デリカフーズ株式会社 東京事業所 

(1)フルティカを用いたメニューの絞り込みについて 

(2)フルティカを用いたメニューの試食会 

 

  

種苗会社 タキイ種苗株式会社 
富永 直樹 

生産者 T ファームいしい株式会社 

研究機関 株式会社メディカル青果物研究所 
有井 雅幸 

卸売事業者 デリカフーズ株式会社 

研究機関 デザイナーフーズ株式会社 市野 真理子 

事務局 有限責任あずさ監査法人 林 哲也、今野 亮、相馬 

知佳 
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(3) 流通段階での機能性関与成分含有量の確認 

 

① 実施概要 

収穫されてから消費者に届くまでのフルティカの機能性関与成分含有量を確認するた

め、室温流通による機能性関与成分等の変化を計測した。 

同一個体での追跡調査を行うため、非破壊検査を収穫時に 1 回、名古屋市内の集

荷施設に輸送後 1回、室温で 4日経過後に非破壊検査・破壊検査を実施した。 

 

図表 3-26 フルティカの機能性関与成分分析フロー 

 

 

② 分析結果 

収穫時から室温で 5 日経過後の経時変化を非破壊検査で分析した結果、

4.5mg/100gから 7.4mg/100g と、2.9mg/100g増加した(図表 3-27)。 

フルティカ 1個 40g、リコピン摂取目安量 1日あたり 22.5mg9以上とした場合、機能

性表示食品として販売するための 1パッケージ目安量は 8個程度となる。 

また、非破壊検査と破壊検査の結果には相関関係が認められた(図表 3-28)。  

                                         
9 「カゴメトマトジュース高リコピントマト使用食塩入り」機能性表示食品届出書類より 
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図表 3-27 流通過程における機能性関与成分の計測結果 

 

 

図表 3-28 破壊測定値と非破壊測定値の相関 

  



70 
© 2018 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.  

 

③ 重量別(サイズ別)のリコピン含有量 

フルティカのサイズの違いについて、Brix 糖度、リコピン含有量の分析を実施した。分析

の結果、40g～、50g～サイズでは、リコピン含量が少ない傾向だったものの、大きな差は

なかった。 

 

図表 3-29 重量別の Brix糖度・リコピン含有量への影響 

 

④ 栄養成分分析 

機能性表示食品登録に当たっては、栄養成分表示も必要になることから、機能性関

与成分分析に加えて栄養成分分析も実施した。分析の結果、栄養成分の収穫後経時

変化について、収穫後 4日目と 8日目で大きな差はなかった。 

 

図表 3-30 栄養成分の測定結果 
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(4) メニューや加工食品の開発 

 

① 5品目の選定 

メニューや加工食品の開発は、以下に示すような順序で実施した。 

 

ア）デザイナーフーズ㈱がメニューや加工食品を企画 

デザイナーフーズ㈱がフルティカを使ったメニュー5 品目の企画・開発を行った(図表 

3-31)。 

 

イ）バイヤーによるレシピメニューの評価 

デリカフーズ㈱の東京事業所にて、デザイナーフーズ㈱が企画した 5 品目の評価を

実施した。なお、バイヤー評価は、「(5)開発製品の販売価格の試算と消費者向け試

食会の開催」の消費者試食会を兼ねて実施した。 

 

ウ）機能性関与成分含有量の分析 

機能性関与成分等に対する基本調理法による影響について分析を行った。 

分析の結果、ボイルやフライパン焼き、レンジアップなどの加熱処理を行っても、Brix

糖度やリコピン含有率には、ほぼ影響がなかった。一方、ジュースにして固形分を除去

すると、リコピン含有率は半減した(図表 3-32,図表 3-33)。 
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図表 3-31 選定された 5品目 
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図表 3-32 調理法別の Brix糖度・リコピン含有量への影響① 

 

 

図表 3-33 調理法別の Brix糖度・リコピン含有量への影響② 

 

 

  

リコピン リコピン 

リコピン 

リコピン リコピン 

調理方法の違いによる糖度・リコピン含量への影響-2 
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(5) 開発製品の販売価格の試算と消費者向け試食会の開催 

 

① 実施概要 

デリカフーズ㈱の東京事業所にて、バイヤー試食会を兼ねて消費者試食会を開催した。

また、試食後にアンケートを実施し、その評価について集計・分析した。 

 

図表 3-34 バイヤー・消費者試食会の概要 

 

図表 3-35 バイヤー・消費者試食会のアンケート項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 開催日時及び場所 試食メニュー アンケート回答者数 

バイヤー・ 

消 費 者  

試 食 会  

2018年 2月 5日(月) 

12:00~13:00  

デリカフーズ株式会社 東京事

業所 

 トマトのナムル 

 トマトのはちみつデザート 

 鯛とトマトのイタリアンサラダ 

 ガスパチョ 

 卵とトマトの中華炒め 

20名 

分類 質問項目 

バイヤー・  

消 費 者 

試 食 会 

Q1 性別 

Q2 年代 

Q3 世帯構成 

Q4 食事傾向 

Q5 健康な食生活を継続するために必要なこと 

Q6 機能性表示食品 / 機能性農産物の購入の有無 

Q6-1 何を購入したか 

Q6-2 購入する場所はどこか 

Q7 機能性表示食品 / 機能性農産物に対するイメージ 

Q8 機能性表示食品 / 機能性農産物の魅力(自由記述) 

Q9 魅力の伝達に重要な要素(自由記述) 

Q10 調査対象機能性農産物の認知度・購入経験 

以下設問は、食べ比べと料理の試食の際にそれぞれ質問 

【料理に対する感想】 

Q1-1 試食メニューへの評価(10段階評価) 

Q1-2 継続的に購入したいと思う値段 

Q1-3 試食メニューへの感想(自由記述) 
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② アンケート分析結果 

 

ア）属性 

 性別は 20 人中 16 人が女性で、年代は 20 代～30 代(15 人)が一番多

かった 

 世帯構成は単身(16人)の世帯が多い 

 家庭での調理が中心(12人) 

 

図表 3-36 属性 

 

 

 

イ）主要な調査結果 

「健康的な食生活を継続するために必要な要素は?」という問いに対し、「おいしさ

(17 人)」という回答が最も多かった。「買い物や調理の手間の軽減(16 人)」、「手頃

な価格(15 人)」が続いた。「保健機能食品などの活用」の回答人数は 3 人に留まっ

た(図表 3-37)。 

機能性農産物の購入経験について、「購入したことがある(15人)」が、「購入したこ

とがない(5人)」を大幅に上回った(図表 3-38)。購入した商品は「加工品(12人)」

が最も多く、購入場所は「スーパーマーケット(10人)」が最も多かった(図表 3-39)。 

機能性表示食品や機能性農産物のイメージは、「価格が高い(15 人)」、「体によ
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さそう(13 人)」が多かった。自由記述では、「栄養素を少量で補えるなど、効率的に

栄養を摂取できる点(3 人)」、「中身の品質がある程度保証されている点(2 人)」、

「科学的根拠に基づいている点(2人)」の言及があった(図表 3-40)。 

魅力の伝達に必要な要素として、「表現の自由度や視覚的なわかりやすさなど、食

品表示制度や表示方法(8人)」の言及があった。また、「試食などでおいしさを消費者

にアピールするなど、消費者への食味の訴求(3人)」の言及があった。 

フルティカの認知度・購入経験は、認知度が 44%と高かった。購入経験は 15%、

健康効果に対する認知度は 5%にとどまった。(図表 3-41) 

 

図表 3-37 健康な食生活を継続するために必要な要素 

 

 

図表 3-38 機能性農産物等の購入経験 
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図表 3-39 機能性農産物等の購入経験(詳細) 

 

 

図表 3-40 機能性農産物等のイメージ 

 

 

図表 3-41 フルティカの認知度・購入経験 

 

 

ウ）試食メニュー 

フルティカを用いた以下のメニューの試食を実施した。試食したメニューについて、見

た目、香り、味、食感の 4 項目を 5 段階(1 点：非常に悪い ～ 5 点：非常に良

い)で評価して頂いた。試食メニューの詳細は、(4)①ア）の「図表 3-31 選定され

た 5品目」参照。 

 トマトのナムル 

 トマトのはちみつデザート 

 鯛とトマトのイタリアンサラダ 

 ガスパチョ 

 卵とトマトの中華炒め 
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図表 3-42 試食メニューの評価 

 トマトのナムル 
トマトのはちみつ

デザート 

トマトのイタリアン

サラダ 
ガスパチョ 

卵とトマトの中華

炒め 

見た目 3.6 3.5 4.1 2.6 3.6 

香り 3.8 3.4 3.3 3.1 3.5 

味 3.8 3.6 3.7 3.0 3.0 

食感 3.8 3.6 3.6 3.0 3.3 

 

  



79 
© 2018 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.  

 

試食メニューは試作品ということもあり、すべての項目において 5点中3点前後の平

均的評価が多かった。今後は試作を繰り返すとともに試供品等で消費者に提供し、そ

の意見をもとに試作品の改善を行い、製品化することが望まれる。 

自由記述の意見では、色合いや味付けに言及した意見が多かった。また、「糖度が

高いトマトのため、向く料理と向かない料理がある」との意見もあった。 

 

エ）試食メニューの購入動向 

試食メニューについて、どのくらいの量と値段であれば継続的に購入したいか伺った。 

 

図表 3-43 試食メニューの価格検討 

 試食メニュー 

 
トマトのナムル 

トマトのはちみつ

デザート 

鯛とトマトの 

イタリアンサラダ 
ガスパチョ 

卵とトマトの 

中華炒め 

回答人数 19 20 19 19 19 

価格帯 

(100g当たり/円) 
150∼398 133∼398 100∼498 33∼500 100∼398 

平均価格(円) 224 246 239 183 215 

 

各メニューとも 20人中 19人～20人とほぼ全員が回答した。 

価格帯の検討に当たっては 1人前＝100g と仮定して算定を行った。バラつきが大

きかったが、どのメニューも 1品当たり 500円以下の回答であった。 
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(6) 店頭アンケートの実施 

 

① 実施概要 

当日販売予定のトマトに、あらかじめ「糖度・リコピン含有量」の非破壊検査を行い、そ

の測定値を表示した POPを作成し、店頭表示するとともに、スーパーマーケットに来店した

消費者に対し、試食販売及びアンケート調査を実施した。 

試食販売は、フルティカトマト 1 袋 8 個入り(350g～380g)498 円で販売した。この

価格は店頭の類似トマトと比較して 25%高い価格である。類似トマトの価格帯は以下

のとおり。 

 フルーツトマト(ミディ) 3 ヶ入り 398円 

 ミニトマト 1パック 298円 

 枝つきミニトマト   450円 

 中玉トマト  4 ヶ入り 398円 他 

なお、対象とした店舗は名古屋市内の駅から徒歩 1分の立地のスーパーマーケットで、

来客数は 1日当たり 700～1,000人である。 

 

図表 3-44 店頭アンケートの概要 

 

図表 3-45 店頭アンケート実施の様子  

 

分類 店舗名 開催日時 アンケート回答者数 

店頭アン

ケートの

実施 

名古屋市内のスーパーマーケッ

ト 

2018年 2月 9日(金) 93名 
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図表 3-46 店頭アンケートの項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

分類 質問項目 

店頭アン

ケート 

Q1 性別 

Q2 年代 

Q3 世帯構成 

Q4 味について 

Q5 大きさについて 

Q6 色について 

Q7 見た目について 

Q8 リコピンの認知度 

Q9 フルティカの名称に対する認知度・購入経験 
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② アンケート分析結果 

 

ア）属性 

調査実施が金曜日の 10:00～18:30であったことから、女性が 93人中 81人と

大半を占めた。年代は 50 代(30 人)が一番多く、30 代(21 人) 、40 代(15 人)

が続いた。単身及び夫婦のみの世帯が大半を占めた(79人)。 

 

図表 3-47 属性 

 

 

 

イ）主要な調査結果 

味については、「よかった」と回答した人が 61％、「普通」と回答した人が 36％であ

り、味については、普通以上の回答が 9 割以上を占めた(図表 3-48)。「昔ながらの

トマトの味がする」、「野菜としてのトマトらしい味」など、味に言及した意見があった。 

大きさについては、回答者全体の 89％が「手頃なサイズである」と回答した(図表 

3-48)。 

色について、「とても赤いと感じた」が全体の 47％を占めた。また、見た目で「おいし

そうと感じた」が全体の 50％を占めた(図表 3-49)。 

リコピンについて、回答者の 72%が「知っている」と回答した。一方で、フルティカにつ

いて「知らない」と回答した人が 81%と全体の約 8割を占めた(図表 3-50)。 
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図表 3-48 味・大きさについて 

          

 

図表 3-49 色・見た目について 

           

 

図表 3-50 リコピン・フルティカの名称について  
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ウ）試食販売結果 

2 月 9 日 10 時～18 時におけるフルティカの売上額は、トマト全体の売上額の 6

割以上であった(図表 3-51)。各トマトの販売数は以下のとおり。 

 フルティカ 42パック  

 フルーツトマト 5パック 

 ミニトマト  10パック 

 枝つきミニトマト 3パック 

 中玉トマト 3パック 

POP による糖度・リコピン含有量の表示により消費者が興味を持ってフルティカを手

に取る機会が増え、加えて試食販売によりフルティカの味を気に入った上で購入につな

がったものと考えられる。 

 

図表 3-51 試食販売時におけるトマト売り上げに占めるフルティカの割合 

 

 

(7) 今後の検討課題 

流通段階の機能性関与成分の分析について、個体別の追跡調査により、リコピン含有量

の保証が可能であることの示唆を得た。また、リコピン含有量の分析を行った結果、機能性表

示食品の届出対象として、8 個入りのパッケージが妥当であるとの示唆を得た。調理工程での

リコピンの変化では、加熱調理をしても変動がないことがわかった。 

また、メニュー開発および試食会実施により、上市し得る商品や価格帯については明らかに

なった。特に、試食アンケートに関しては味に関するコメントが多く、「消費者に受けいれられる

味」ということが、機能性農産物加工品開発の要であるということがより明確化された。 

さらに、購買動機についても明らかにすることができた。POP による糖度・リコピン含有量の表
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示により消費者が興味を持ってフルティカを手に取る機会が増え、加えて試食販売によりフルテ

ィカの味を知ってもらったことで、類似のトマトよりも高い価格でも消費者に受け入れられることが

わかった。 

今後は、機能性表示食品への届出に向けた具体的な活動を進めていく必要があり、平成

30年度以降の取り組みとして以下のようなものが考えられる。 

 

① 品質管理体制の整備 

今回の実証調査により、リコピン含有量の保証が可能であること、機能性表示食品の

届出対象として、8 個入りのパッケージが妥当であるとの示唆を得たことから、機能性表示

食品の届出に向けて、8 個入りのパッケージで販売できる体制を構築するとともに、より一

層のデータの蓄積と品質管理体制の整備が望まれる。 

 

② 開発製品のさらなる改良 

開発した製品は試作品ということもあり、平均的な評価にとどまった。「消費者に受けい

れられる味」に近づけるため、今後は試作を繰り返すとともに試供品等で消費者に提供し、

その意見をもとに試作品の改善を行い、製品化することが望まれる。 

 

③ 消費者への訴求ポイントの整理 

店頭アンケートにより、リコピンの認知度は一定程度あったものの、フルティカの認知度の

低さについては明確になった。また、消費者が野菜を購入する際の動機として、味に対す

る評価も含まれていることも判明した。そのため、本実証調査で実施したような店頭での試

食会を開催し、認知度を向上していくとともに、機能性野菜においても、「機能性表示制

度を利用して機能性を表示すること」のみではなく、味や甘さ等についても合わせて評価し、

消費者にとってわかりやすい表示ができる体制を構築することが望まれる。 

  




