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3.2.3. 考察 

 

(1) SNS発信者の広報効果と着眼点 

 

① 広報効果 

イベントの参加要件に、SNS(フェイスブック、ツイッター、インスタグラム、ブログ)による情

報発信(投稿)を設けた。イベント参加者及び関係者の SNS アカウントによる広報効果

は、投稿数 69 アカウント、フォロワー数合計 36,768 アカウント、反応件数 2,952 アカ

ウントと広範に及んだと言えるだろう。さらに、食・健康への意識の高いアカウントにつながる

フォロワーは、機能性農産物の有望な潜在顧客といえるだろう。参考として、農林水産省

食料産業局フェイスブックページのフォロワー数は 7,617 アカウントである11。 

なお、同一人物が複数アカウントを利用する例が多いため単位をアカウント数とした。フ

ォロワー(リーチ)数及び「いいね」などの反応件数を表示する投稿アカウントについて、各フ

ォロワー数と反応件数の総計を出した。 

 

図表 3-76 SNSの広報効果  
アカウント数 

投稿数 69 

  うちフォロワー数表示※１ 49 

  うち反応件数表示※2 46 

フォロワー(リーチ)数※１総計  36,768 

反応件数※2総計  2,952 

 

また、メディアを対象としたアンケート結果から、情報収集に SNS を用いる者は 16 人

中 6 人であった。メディア露出を企図した SNS 発信者に対する訴求は一定の効果が見

込めると考えられる。 

 

② 着眼点 

投稿記事等の内容から、SNS 発信者の機能性農産物に対する着眼点を以下に挙げ

る。 

 美味しくて栄養価が高い、「カラダにいい」＝「美味しい」野菜がメインだとしっかり

食べても罪悪感がない 

 素材が良いとシンプルな調理方法でも美味しく手間が省ける 

                                         
11イベント参加者及び関係者の各アカウント数は 2017年 2月 14日時点、農林水産省食料産業局フェイスブックページのフォロワー数

は同年 3月 13日時点に確認した値である。 
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 日常の調理メニューへのイベントの土産野菜の活用 

 イメージよりは手頃に入手が可能(スーパーで購入可能、オーガニックと同程度の

価格) 

美味しくて栄養価が高いことや、日常の調理に利用できる見込みがあることが評価され

た。こうした着眼点はイベント参加者のように健康意識が高く、日常的に調理する習慣が

ある層への訴求内容として有効であると考える。 

 

③ 購買における「機能性」の位置づけ 

試食会の対象 3 品種「こいくれない」「フルティカ」「さらさらレッド」は、認知度 10％以

上・購買経験 5％以上と高く、試食会における「味」の評価も高かった。また、「健康的な

食生活を継続するために必要な要素は？」という問に対して、41人中36人が「おいしさ」

を挙げた。さらに、アンケートの自由記述の回答や SNS 投稿記事などでも、「機能性」は

美味しさとセットで示される傾向にある。「機能性」単独での言及は殆どなかった。 

これらの結果を鑑みると、消費者は、「美味しさ」の上に「機能性」を付加価値と位置付

け、購入検討に至ると考えられる。 

 

④ 有効と考えられるアプローチ 

 

ア）喫食機会の提供 

アンケート結果から、試食メニューの食材の購入希望は、メディア：81.2％(16 人

中 13 人)、SNS 発信者：87.8％(41 人中 36 人)と 8 割以上の人が購入意思

を示した。SNS発信者のうち機能性農産物を購入したことがあるのは 34.1％(41人

中 14人)であったことを踏まえると、試食は 5割を超える消費者に購入検討を促した

と推測できる。 

また、購入促進に有効なアプローチとして試食、イベント、料理教室など「喫食機会

の提供」が挙げられている。「美味しさ」の認知向上には、喫食機会の提供が有効な

手立てである。試食会の対象 3 品種「こいくれない」「フルティカ」「さらさらレッド」は、ど

れも「甘さ」への言及が目立った。 

消費者は、通常の品種との違いを体感することで、後述する⑤に記載のとおり、多

少高い価格に見合った価値認識を促す可能性があると考える。 

 

イ）品目や特徴に合わせた訴求ポイントの選定 

自由記述の内容から、品目によって、他品種の意識度に差が見られた。つまり、消

費者が、にんじんやたまねぎを多数の品種から選択する機会はあまりないが、トマトは

様々な品種が店頭に並んでおり、その中から選択する購買行動に慣れているということ
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である。にんじん、たまねぎは品種間で比較した評価は殆どなく、一般の品種と比較し

て際立った特徴をそのまま評価する傾向にあった。 

一方で、トマトは品種に着目した販売方法が普及しており、他品種と比較した上の

コメントが見られるなど、評価が厳しい傾向にあった。品種に着目した販売方法が普及

していない場合は特徴を伝えるわかりやすい表現が、普及している場合は他の品種と

比較したアピールポイントや特に適する用途を示すことが重要であると考える。 

また、アンケート結果の食べ比べや試食会の 10 段階評価の結果から、「こいくれな

い」「フルティカ」は生鮮の評価が高く、「さらさらレッド」はメニュー(調理済み)の評価が

高い傾向にあった。特徴に合わせた使い方や調理方法を示すことが重要であると考え

る。 

 

ウ）一目で理解できる栄養素や健康効果の表現方法 

購入促進に有効なアプローチとして、健康効果の観点ではわかりやすい表現や含

有量の多さが一目で分かる数値表現などの工夫が挙げられた。 

食品表示規制に抵触しない範囲では、機能性関与成分含有量の多さの表現方

法の検討が有効であろう。アンケート結果や SNS 投稿記事には、通常の品種と機能

性品種の機能性関与成分の含有量を比較したグラフや、「フルティカ 2 個で普通のト

マトの 5個分のリコピン」など個数を単位とした表現が挙げられた。 

 

エ）負のイメージの払拭 

試食会後の SNS 投稿記事に、「イベントを通して機能性農産物に対する負のイメ

ージが払拭された」とのコメントが複数見られた。「負のイメージの払拭」とは、例えば、

機能性農産物が遺伝子組み換えなど人工的な野菜ではなく通常の品種改良の賜

物であること、非常に高価なイメージと比べると手頃な価格であること、百貨店のような

高級店以外のスーパーマーケットでも取り扱いがあること、などだ。 

スーパーマーケットで購入可能であり、価格帯もオーガニックと同程度であることなど

が認知されれば、機能性農産物を試しやすくなるだろう。 

 

⑤ 機能性農産物の販売価格試算 

SNS発信者のうち試食メニューの食材購入希望者に対して、どのくらいの価格であれば

継続的に購入したいか質問した。対象の機能性品種の希望購入価格と国産標準品の

販売価格を比較すると 1.5 倍以上、有機栽培品の販売価格を比較すると同程度又は

高水準であった。なお、国産標準品と有機栽培品の数値は平成 28年のものである。 
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図表 3-77 機能性品種の希望購入価格と国産標準品・有機栽培品の販売価格の比較12 

品目 
国産標準品 

(円/kg) 

有機栽培品 

(円/kg) 

有機栽培品の

国産標準品に

対する比率 

品種 

機能性農産物 

(SNS発信者) 

(円/kg) 

機能性農産物

の国産標準品

に対する比率 

にんじん 394 685 174% こいくれない 634 161% 

トマト 697 1078 155% フルティカ 1800 258% 

たまねぎ 296 536 181% さらさらレッド 550 186% 

 

なお、図表 3-78 は図表 3-77 に用いたアンケート調査結果等を「購買許容価格」とし

てグラフ化したものである。回答者が首都圏に居住する SNS 発信者であることを加味すると、

若干上方に引きずられている感が否めない一方、健康意識が高い消費者の食の選択肢と

して有機栽培品が一定の存在感を示しており、消費者が有機栽培品の価格を健康に良い

農産物の目安とする可能性がある。その場合、慣行栽培と比較して 1.5 倍前後の販売価

格が機能性農産物の販売価格の一つの目安になるだろう。 

 

図表 3-78 品目別購買許容価格調査(SNS発信者) 

 

                                         
12 国産標準品および有機栽培品の価格と比率は、農林水産省生産局農業環境対策課「有機農業の推進について」(平成 30年 1

月)参照。農林水産省大臣官房統計部「平成 28年生鮮野菜価格動向調査報告」(平成 29年 3月)が元となっている。全国主要

都市(21都市)の並列販売店舗における比較であり、有機栽培品は、有機 JAS マークを貼付した商品が該当する。 
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3.3. 28年度から実施している 4品目において実施する取組 

 

3.3.1. キラリモチ 

 

(1) 品種の特性 

 

① 農産物の特性 

キラリモチは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「農研機

構」という)が、平成 12年~21年に育成した品種であり、平成 21年 11月に品種登録

出願されている(第 24339号)。 

キラリモチは、機能性関与成分面において、水溶性食物繊維β-グルカンが多く含まれる

特徴を持っている。また、炊飯後の褐変に関与するプロアントシアニジン(ポリフェノールの一

種)を含まないため、白度が高く、主食用に適している。さらに、もち性で軟らかく、粘りがあ

り、麦ご飯の食味に優れる特性を持つ。収量は標準品種の約 80％と劣るが、オオムギ縞

萎縮病、うどんこ病に抵抗性を有し、精麦時に割れにくいという特性を持っている。 

 

② 機能性関与成分の特性 

上述の水溶性食物繊維β-グルカンは、糖質の吸収を抑える効果、コレステロール低減

効果、腸内環境の改善又はおなかの調子を整える効果、内臓脂肪の低減効果が報告

されている。 

 

(2) 平成 28年度以降の活動内容 

 

① 取組状況 

 

ア）商品開発・販売 

コンソーシアムでは、当面は精麦した美作産キラリモチの希少性を軸にブランド化し

て販売していく方針である。 

平成 28 年度に開発したレシピや商品については、受け皿となる食関連事業者が

バリューチェーンを構成する事業者として参画していないため、平成 30年 3月時点で

販売までに至っていない。また、行政機関がパッケージやレシピの検討を行っているもの

の、平成 30 年 3 月時点で食関連事業者の参画がないこともあって、新たな商品開

発が進んでいない状況である。 

 

  

出所：農研機構 
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イ）機能性表示食品登録 

岡山県美作市産キラリモチで機能性表示食品の届出を行う意欲はあるが、研究レ

ビューや届出資料作成、規制当局との協議、品質管理体制の整備・運用等の届出

実務を担う人員がいないため、平成 30年 3 月時点で機能性表示食品登録まで至

っていない。 

 

ウ）バリューチェーン概要 

美作市を含む岡山県内におけるキラリモチの栽培面積は増加傾向にあるものの、

大口需要に応える生産規模にはなっておらず、栽培地が各自治体に点在している状

況である。 県内の自治体から連携の打診があったが、美作市としては、市単独での

産地化の推進を優先する意向である。 

平成 29 年度より山陽精麦と取引を開始しており、平成 28 年度の検討会メンバ

ーであったオノ・エンタープライズ、福田製粉所の関与がなくなった。現在の検討会メン

バーは研究機関と行政機関のみである。 

平成 29 年度現在、キラリモチは米穀での取引関係がある事業者に試供品という

形で卸している。今後は大口流通よりも美作市並びに岡山県内を中心とした流通網

の構築を想定している。 

 

② 検討会の概要 

 

ア）検討会メンバー 

研究機関 国立研究開発法人農研機構 西日本農業センター 吉岡 藤治 

行政機関 
岡山県美作市保健福祉部健康づくり推進課 谷口 啓子 

岡山県美作市農業振興課 春名 充明 

事務局 有限責任あずさ監査法人 林 哲也、今野 亮 
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イ）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 29日(火)13:00~ 

美作保健センター会議室 

(1)29年度事業の説明 

(2)検討会の進め方 

(3)28年度以降の現状把握 

第 2回 2017年 11月 7日(火)14:00~ 

美作保健センター会議室 

(1)販売戦略の検討 

(2)機能性表示食品制度への届

出に必要なデータ/プロセスの確認 

第 3回 2018年 2月 27日(火) 

有限責任 あずさ監査法人 

(リモート対応) 

(1)販売戦略の検討 

(2)機能性表示食品制度への届

出に必要なデータ/プロセスの確認 

 

(3) 開発した製品の販売に向けた検討 

 

① 現状課題と今後の方針 

 

ア）バリューチェーンの構築状況 

キラリモチの品質は、岡山県内並びに近畿圏の小売店から評価され、発注量は増

加傾向にある。今後の需要拡大を見据えた供給量の増加策に向け、機能性表示食

品登録や、販売量の拡大のためには、統括機関を中心としたバリューチェーンの各機

能を担うコンソーシアムの組成が重要なポイントとなる。 

現在、キラリモチの検討会メンバーは自治体と研究機関のみで構成されており、統

括機関をはじめとするバリューチェーンの各機能を担う事業者の参画が望まれる。特に、

顧客ニーズに基づく商品企画を行う食品メーカー・小売・中食・外食事業者の参画が

あると望ましいが、こうした事業者が参画を検討するためには、商品自体の魅力や安

全性に加え、取引の安定性として一定程度の供給期間と規模が求められるだろう。 

こうした供給体制の整備のために、周辺の自治体との産地連携を進め、集出荷施

設を整備するとともに栽培マニュアルや品質管理方針を策定・運用するなど、取引の

安定性確保に向けた施策の立案も必要となると思われる。その上で、小売事業者な

どの出口側事業者に商品の魅力を伝え、取引先の関与を増やしていくことが重要であ

る。 

加えて、コンソーシアムの組成や継続的な活動を行うためには、生産者をはじめとす

る地域コミュニティとの信頼関係の構築や自治体経由で交付される補助金の活用、イ

ベント・フォーラム等を通じたマーケティング活動の支援など、産地自治体の積極的な

支援も欠かせない。 
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イ）事業計画 

キラリモチの生産から加工・販売までの事業全体を管理する統括機関が中心となっ

て、生産・販売・商品開発・機能性表示食品登録等の事業計画を策定する形が望

ましいが、現時点では、統括機関が不在の状況にあり、事業計画の策定主体が存在

しないことが課題として挙げられる。 

自治体が中心となり、フォーラム等を開催、または外部イベント等に参加し、事業開

発を行う統括機関を発掘、誘致を行うことも期待される。その他、事業育成のための

支援策として、地域コミュニティとの信頼関係の構築、助成金等の財務的支援、経営

人材の育成・派遣等が可能となる協力体制の整備なども期待される。 

 

ウ）商品開発・販売 

顧客ニーズに基づく商品企画や開発を行う食関連事業者や精麦事業者が参画し

ていないため、実際に商品を開発し、販売を行う主体が存在しないことが課題として

挙げられる。商品企画や開発を進める体制整備として、統括機関を中心としたバリュ

ーチェーンの各機能を担うコンソーシアムの組成が望まれる。 

  

(4) 機能性表示食品制度への届出に必要なデータ等の取得 

 

① 現状アセスメント 

 

ア）登録検討商品・届出予定者の位置づけの明確化 

「美作産キラリモチの精麦商品」を登録対象商品として検討中である。現在、販売

機能は、生産者から構成される任意団体「美作市農林産物販路開拓会議」が担う

予定である。 

機能性表示食品の届出は一般的に対象商品の販売者が行うことが多いため、現

状では、任意団体「美作市農林産物販路開拓会議」が届出者として、代表者を設

定し届出を行うか、農業法人を設立し、当該農業法人が届出を行うかのいずれかの

方法が考えられる。 

ただし、生産者単独では研究レビューや届出資料作成、規制当局との協議、品質

管理体制の整備・運用等の機能性表示食品の届出に係る実務全てを負担すること

は困難である。そのため、バリューチェーンの各機能を担うコンソーシアムを組成し、構

成員が分担して届出に係る実務を相補的に実施することが望ましい。 
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イ）予算・供給量の規模 

機能性表示食品への届出にあたっては、従来の品質担保に加え、機能性関与成

分に関する必要なデータ(例：β-グルカン含有量)を選定、継続的に取得し、蓄積す

ることが求められる。 

そのため、従前の品質管理体制とは違った体制を求められることもあり、その場合、

新たな設備や専門人材(例：届出書類作成や関係当局との応対実務者、研究レ

ビュワー等)への投資が必要になることがある。 

設備投資や専門人材の雇用など、研究開発や品質管理に係る投資を行う場合、

原資をどこに求めるかという課題がある。生産者である「美作市農林産物販路開拓会

議」のみに原資負担を求めることは現実的ではない。補助金活用、予算措置を行うこ

とも視野に入れていく必要があるだろう。 

 

ウ）機能性関与成分のエビデンスの蓄積状況 

大麦β-グルカンは注目の機能性関与成分として研究が進んでおり、届出者が研究

レビューを行い、機能性に関する評価ができるだけの論文の蓄積がある。はくばくが「大

麦効果」で機能性表示食品登録を実施した実績もあり、他品目と比較して、この点

はアドバンテージがある。 

 

エ）機能性関与成分の含有量担保 

精麦後の機能性関与成分含有量の分析は、精麦事業者の規模や設備状況に

も依存する。機能性に関する専門的知見を有する品質管理担当者を設置、既存デ

ータの棚卸とともに必要な情報の確認に努めたい。 

 

② 機能性表示登録のコストとベネフィット検討 

 

ア）コスト 

一般的に保健機能面からは、ヒト臨床試験で約 1,000 万円、システマティックレビ

ューで約 300 万円程度の費用を見積もる必要があると言われている。①ウ）でも触

れたが、美作市の場合、大麦β-グルカンに関する論文は多数届出されており、システ

マティックレビューを中心とした対応が可能な環境下にある。 

その他、成分含有量担保の観点から、成分分析、栽培方法の規格化(栽培マニュ

アルの作成)、検査体制の整備等も考慮する必要がある。分析費は成分の種類やサ

ンプル数に応じてその金額は異なるが、コンソーシアム内での負担についても検討する

必要がある。例えば、研究レビュワーの人件費は研究開発機能を有する食品会社や

精麦会社の人件費に依存するケースが多い。 
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また、消費者庁との応対のための人員配置に要する費用やコンサルティング費用

(一般的に 300 万円程度と言われている)、機能性関与成分含有量の検査体制構

築・維持に係る追加費用等も想定され、こうした点を踏まえてコストを見積もり、事業

計画を策定することが望ましい。 

 

イ）ベネフィット 

現状、形や重さでの規格区分が大半を占める農産物において、機能性は食品の

中身の品質を表現する一つの「ものさし」としてその価値が期待されるが、機能性が豊

富な農産物に対しては消費者が「高い」と感じることが多く、価値の認知はまだまだ進

んでいないため、機能性表示食品の登録さえ行えば、販売価格が上昇するとは言い

切れない状況にある。 

一方で、国産大麦市場は 2016 年に入ってから販売額を急速に伸ばしており、機

能性も含め、地域の特性を生かしながら味や色、使いやすさなど様々な魅力に基づく

多角的なブランド構築の一環として機能性表示食品登録を位置づけ、販売価格の

上昇に繋げる取組を継続することが望ましい。 

 

図表 3-79 麦類の販売額の推移 

 
出所：農林水産政策研究所「国内産大麦・はだか麦の需要拡大に向けて」 

 

特に、顧客ニーズに基づく商品企画を行うメーカー・小売・中食・外食事業者の参

画を促すためには、商品自体の魅力や安全性はもちろんのこと、取引の安定性として

一定程度の供給期間と規模が求められる。 

供給体制の整備のために、周辺の自治体との産地連携を進め、集出荷施設を整

備するとともに栽培マニュアルや品質管理方針を策定・運用するなど、取引の安定性

を確保する施策を実施することが考えられる。その上で、小売事業者などの出口側事
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業者に商品の魅力を伝え、取引先の関与を増やしていくことが重要である。 

 

③ 不足データ取得計画立案・実施 

 

ア）保健機能 

可能であれば、届出対象商品の機能性に関する評価を行う研究レビュワーとなる

人材を配置の上、キラリモチ関係で蓄積しているデータについて、その保有先・内容を

把握し、届出書類作成に向けたデータの整備状況やその有用性について把握するこ

とが望ましい。 

届出資料の整備にあたっては、協力研究機関の探索、機能性表示食品登録支

援サービス13の活用、資本力のある企業との共同研究、コンサルタントの招聘等、外

部リソースの有効活用も検討の余地がある。 

 

イ）成分含有量 

収穫年度での含有量の変動や精麦比率毎の含有割合が異なる場合、今後デー

タの蓄積を行い、変動を低減するような栽培方法の検討、精麦方法の研究を行う必

要がある。 

成分変化の主要因の確認又は特定、機能性関与成分の摂取目安量の設定を

踏まえ、サンプル数と規格の設定を行う。 

 

  

                                         
13 サラダコスモ/薬事法ドットコム/RCT JAPAN等 
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3.3.2. じゃばら 

 

(1) 品種の特性 

 

① 農産物の特性 

じゃばらは、ミカン属香酸柑橘に分類される柑橘類で自然交雑種である。和歌山県北

山村が原産地とされていて、比較的栄養分の少ない土地でも生育するという特徴がある。

また、香酸の名が示すとおり、通常の柑橘よりも酸味や苦味が強い。北山村で販売してい

るじゃばらは果皮が青いものがほとんどだが、有田郡広川町では、みかん栽培の技術を生

かして果皮の黄色い完熟じゃばらを生産し販売している。 

機能性関与成分として、フラボノイドの一種であるナリルチンが多く含まれる特性がある。 

 

② 機能性関与成分の特性 

和歌山県北山村が和歌山県工業技術センターに調査研究を依頼した結果によると、

じゃばらには、花粉症(アレルギー)の原因となる脱顆粒現象を抑制する機能があり、香酸

柑橘果実の中で特異的に多く含まれるフラボノイドのナリルチンもその機能の一つである可

能性が高いことが示唆されている。 

また、岐阜大学 2008年の研究論文では、ナリルチンとは特定されていないものの、じゃ

ばら果汁の摂取により花粉症改善効果があることも示されている。 

さらに、大阪薬科大学馬場きみ江教授の研究では、じゃばらの果皮に多く含有されて

いるナリルチンはⅠ型アレルギー(花粉症(スギ・ヒノキ・イネ・ブタクサ・ハウスダスト・ダニ等)

やアトピー・アレルギー性気管支喘息)に対して、強い抑制効果が認められると報告されて

いる。 

 

(2) 平成 28年度以降の活動内容 

 

① 取組状況 

 

ア）商品開発・販売 

平成 28年度に開発したレシピの受け皿となる

食関連事業者が検討会メンバーとして参画して

いないこともあり、平成 28 年度に開発されたメニ

ューは販売までに至っていない。 

その後、和歌山県農業試験場で柑橘の他品

目と交配し、生食じゃばらを開発中である。 

図表 3-80上市済の商品 

       

出所：長谷農園(紀伊路屋) 

出所：長谷農園(紀伊路屋) 
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検討会メンバーである長谷農園(紀伊路屋)は、ジュース、お菓子、粉末等、継続

的に商品開発に取組、自社web サイトにて通信販売を行っている。 

 

イ）機能性表示食品登録 

じゃばらに含まれるとナリルチンは、届出者が研究レビューを行い、機能性に関する

評価ができるだけの論文が公表されていない。長谷農園(紀伊路屋)では、論文デー

タの検索を行いつつ、エビデンス蓄積のため、健康食品メーカーや大学との連携を模索

している。 

また、機能性表示食品登録への足掛かりとして、栄養機能食品表示を目指すこと

も視野に入れた情報収集を継続している。また、大阪市立大学との間で、臨床試験

に向けたアクションプランに関する情報交換や、臨床試験や届出実務に係る費用規

模(概算)について情報収集を行っている段階である。 

 

ウ）バリューチェーンの構築状況 

広川町じゃばら加工組合(生産)、長谷農園(紀伊路屋)(マーケティング、原料加

工、生産指導)を中心に、㈱ファイブワン(サプリメント企画、マーケティング)、イワキ㈱

(サプリメント製造委託)、大阪市立大学(共同研究)といった農商工事業者の連携が

組まれている。 

生産者発の六次産業化により、生産から販売までのバリューチェーンは構築されて

いるものの、機能性表示食品登録を目指すための品質管理体制や研究開発機能を

担う事業者の参画に至っておらず、こうした団体に関する情報収集・発掘を行っている。 

 

② 検討会の概要 

 

ア）検討会メンバー 

生産者 

広川町じゃばら加工組合 組合長 長谷 光浩 

(長谷農園(紀伊路屋)) 

広川町商工会 事務局長 楠本 洋之 

行政機関 広川町産業建設課 沖 学、森口 将徳 

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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イ）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 24日(木)13:00～ 

広川町役場 

(1)29年度事業内容共有 

(2)現状課題共有 

第 2回 2017年 10月 19日(木)14:00～ 

広川町役場 

(1)開発製品の販売戦略の検討 

(2)機能性表示食品制度への届

出に必要なデータ等の取得 

第 3回 2018年 1月 31日(水)14:00～ 

広川町役場 

(1)開発製品の販売戦略の検討 

(2)機能性表示食品制度への届

出に必要なデータ等の取得 

 

(3) 開発した製品の販売に向けた検討 

 

① 現状課題と今後の方針 

 

ア）バリューチェーンの構築状況 

商品企画・販売機能の強化のため、イベント・フォーラムへの参加により露出機会を

設けることで、一般消費者に対するじゃばらの認知度を向上させ、じゃばらの需要を開

拓するとともに、商品企画、販売機能を担う事業者の参画を募ることが考えられる。こ

れについては、東京で開催される「大丸有フードイノベーション」14への参加も検討中で

ある。 

特に、顧客ニーズに基づく商品企画を行う小売・中食・外食事業者が参画を検討

するためには、商品自体の魅力や安全性はもちろんのこと、取引の安定性として一定

程度の供給期間と規模が求められる。このような顧客ニーズに基づく供給体制の整備

のために、和歌山県域周辺の自治体との産地連携を進め、集出荷施設を整備する

とともに栽培マニュアルや品質管理指針を策定し、運用することで取引の安定性を確

保することが考えられる。 

また、産地連携や継続的な活動を行うために、生産者をはじめとする地域コミュニテ

ィとの信頼関係の構築や自治体経由で交付される補助金の活用、イベント・フォーラ

ム等を通じたマーケティング活動の支援など、産地自治体の積極的な支援も欠かせな

い。例えば、特産作物の登録に係る補助金・助成金等、幅広い情報提供が求めら

れるであろう。 

 

                                         
14 大丸有(大手町・丸の内・有楽町))エリア独自の専門家視点で、生産物・加工品の評価会・交流会、商談会を行い、大丸有エリア

のワーカー、店舗と連携を図ることで、地域の農山漁村の生産者の商品価値向上をサポートするプロジェクト。 
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イ）事業計画 

じゃばらの生産から加工・販売までの事業全体を管理する統括機関が中心となり、

事業計画を策定する必要があるが、和歌山県有田郡広川町の場合は、紀伊路屋

が統括機関となり、バリューチェーンを構築する他の事業者の協力の下、事業計画を

策定することが考えられる。 

また、自治体が行う地域人材育成のための支援として、助成金等の財務的支援

や経営人材の育成を行う施策を活用することが考えられる。 

 

ウ）商品開発・販売 

検討会メンバーである紀伊路屋は、ジュース、菓子、粉末等、継続的に商品開発

を行っており、自身の webサイトにて通信販売を行っている。 

じゃばらは、ゆず、すだち、かぼすなどと比較して流通量が少なく、一般的な認知度

は高くはない状況である。そのことから、成長の余地はまだまだ大きいものと考えられる。 

一般への露出機会を増やし、認知度を高めていくことで新たな需要を開拓し、販路

開拓を行うために顧客ニーズに基づく商品企画や開発を行う食関連事業者の参画を

促すことで商品企画・販売機能を強化することが考えられる。 

 

(4) 機能性表示食品制度への届出に必要なデータ等の取得 

 

① 現状アセスメント 

 

ア）登録検討商品・届出予定者の位置づけの明確化 

香酸柑橘類であること、並びに、比較的成分量を担保しやすいことからパウダーなど

の加工品を中心に届出対象商品を検討している。じゃばら検討会においては、果実

及び加工品は長谷農園(紀伊路屋)が販売しているため、届出予定者は紀伊路屋と

なる。 

現状では、研究レビューや届出資料作成、規制当局との協議、品質管理体制の

整備・運用等の登録のための実務を行う人材は参画していない。 

 

イ）予算・供給量の規模 

機能性表示食品登録のためのデータ取得に要する研究開発費は多くの場合、多

額になることが想定されるが、じゃばら検討会の構成員ではそれを賄うに足るだけの供

給規模がなく、予算捻出が実現できていない。 

 

ウ）機能性関与成分のエビデンスの蓄積状況 
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ヒトの健康におけるナリルチンの役割に関する疫学研究は少なく、研究レビューを行

い、機能性に関する評価ができるだけの論文が蓄積されているとは言い難い。論文蓄

積のために、最終製品を用いた臨床試験を視野に入れなければならない可能性もあ

る。 

 

エ）機能性関与成分の含有量担保 

機能性関与成分のエビデンスの蓄積を待ちつつ、届出対象として検討している加

工品について、成分含有量の分析を行う予定である。 

 

② 機能性表示登録のコストとベネフィットの検討 

 

ア）コスト 

機能性表示食品の届出を進めるための研究開発や品質管理活動を継続的に実

施可能な体制を確保する必要がある。そのための設備投資や専門人材の人件費、

分析費等を賄えるだけの売上高(取引量増加大口需要者への販路開拓の実現等)

もしくは資金があることが前提となる。 

また、品質管理体制の運用においては、既存の検査体制や追加的に生じることが

想定される製造現場の負担などを考慮しつつ、規格を設定し、一定の品質を確保す

ることが求められる。 

そのうえで、バリューチェーンを構成する事業者間で経済的・人員的な負担関係を

整理する必要がある。 

 

イ）ベネフィット 

現状、形や重さでの区分が大半を占める農産物において、機能性は食品の中身

の品質を表現する一つの「ものさし」としてその価値が期待されるが、機能性が豊富な

農産物に対しては消費者が「高い」と感じることが多く、価値の認知はまだまだ進んで

いないため、機能性表示食品の登録さえ行えば、大幅な販売単価の上昇が期待で

きるというわけではない。 

機能性も含め、地域の特性を生かしながら味や色、使いやすさなど様々な魅力に

基づく多角的なブランド構築により価値を高めることが望ましい。 
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③ 不足データ取得計画立案・実施 

 

ア）保健機能 

ヒトの健康におけるナリルチンの役割に関する疫学研究は少なく、ヒト介入試験を実

施し、ナリルチンの人体に与える影響を解明していく必要がありそうだ。 

この場合、生産者単独でこのような機能を担うことは困難であるため、大学等の研

究機関と連携し、ナリルチンの役割に対する研究を進め、科学的に根拠のある摂取

目安量を設定する。既存のエビデンスの蓄積が進んでいない状況では、ヒト臨床試験

による論文の蓄積を待つほかないが、プロジェクトの初期段階においては、公的機関の

研究開発予算や補助金を活用し予算を賄うことも考えられる。 

その他、機能性表示食品の届出実績のある事業者をコンサルタントとして招聘する

などの実務的な対応も検討していく必要がある。 

 

イ）成分含有量 

保健機能のエビデンスの蓄積状況によるが、ア）の「保健機能」にて設定した摂取

目安量に応じて、製品規格を設定する。加工業者の設備や規模に応じて、製造現

場との対話のもと、既存の品質管理体制に比して負担感の増大をできるだけ抑えるよ

うな品質管理体制の構築とサポートの拡充が実現されることが望まれる。 

 

  



125 
© 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.  

 

3.3.3. クックゴールド 

 

(1) 品種の特性 

 

① 農産物の特性 

「クックゴールド」は、タキイ種苗株式会社がその種苗を販売しているトマトである。機能

性関与成分では、ピンク系トマトのリコピンより体内に吸収されやすいとされている「シスリコ

ピン」が多く含まれる特徴を持っている。卵形の果実で果肉が厚く、生食のほか、加熱調

理用にも適する橙黄色の卵形トマトである。 

栽培特性では、吸肥力の山谷が少なく、肥培管理は比較的容易で作りやすい。着果

も安定し、収量性が高い。果重 120g前後で、1果房当たり 6～8果着果する。 

 

② 機能性関与成分の特性 

赤いトマトの色素であるリコピンは抗酸化作用が強く、疾病に対する予防効果があるこ

とが確認されており、美肌・美白効果に関する研究も行われている。 

一方、クックゴールドに含まれるシスリコピン(シス型リコピン)は、リコピン(トランス型リコピ

ン)と比較して分子構造が一部異なる。 

シスリコピンの大きな特徴は、リコピンよりも体内に吸収されやすいという性質にある。シス

リコピンは脂溶性で、油とともに摂取すると吸収が高まる。赤いトマトも加熱調理により、リ

コピンからシスリコピンに変化するため、効率的に吸収されやすくなるとされている。以上の

点から、シスリコピンには、リコピン以上の健康機能が期待されるという海外の研究成果も

ある。 

 

(2) 平成 28年度以降の活動内容 

 

① 取組状況 

 

ア）商品開発・販売 

平成 28 年度に開発したレシピについては、受け皿となる食関連事業者が検討会

メンバーとして参画していないこともあり、開発メニューは販売までに至っていない。 

現在、山藏農園では、他の種類のトマトも含め、自身が発掘した加工業者に委託

してジャム、ジュース、アイス、ポン酢など継続して商品・試作品の開発を行っている。

加工に当たっては、果皮ごと粉砕する機械を導入し、ピューレなどの一次加工品の製

造に着手した。従来の製造工程と比較して加熱工程が減るため、熱に弱い栄養成

分も残りやすく、果皮も使用しているためシスリコピン含有量が高いものと推測している。 

出所：有限会社山藏農園 
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イ）機能性表示食品登録 

クックゴールドに含まれるとシスリコピンは、海外の研究ではリコピン以上の健康機能

が期待されるものと報告されているものの、国内及び海外の論文は少なく、届出者が

研究レビューを行い、機能性に関する評価ができるだけの論文が公表されていない。 

上記、エビデンスの蓄積が進んでいないことを考慮し、届出商品形態、届出者も未

定となっている。 

 

ウ）バリューチェーンの構築状況 

山藏農園は、自らが小売事業者や加工業者を発掘し、販路開拓及び商品開発

を行っている。小売事業者との交渉も行い、「M サイズを 2 箱」、「収穫したものそのま

ま 4箱」など、既存の出荷団体等が提示する規格にとらわれずに、独自に交渉結果を

規格に反映させて出荷している。引き合いも増加傾向にあり、それに合わせて生産規

模を拡大している。 

ただし、クックゴールドは、山藏農園が栽培する多種類のトマトの中の一品種であり、

供給量・作付け割合は高くない。  

 

② 検討会の概要 

 

ア）検討会メンバー 

生産者 有限会社 山藏農園 山藏 真輔 

事務局 有限責任あずさ監査法人 林 哲也、今野 亮、相馬 

知佳 

 

イ）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 1日(金)17:00~ 

山藏農園会議室 

(1)29年度事業内容の共有 

(2)現状課題の共有 

第 2回 2017年 11月 8日(水)14:00~ 

山藏農園会議室 

(1)開発製品の販売戦略検討 

(2)機能性表示食品制度への届

出に必要なデータ等の取得 

第 3回 2018年 2月 28日(水) 

有限責任 あずさ監査法人 

(リモート対応) 

(1)開発製品の販売戦略検討 

(2)機能性表示食品制度への届

出に必要なデータ等の取得 
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(3) 開発した製品の販売に向けた検討 

 

① 現状課題と今後の方針 

 

ア）バリューチェーンの構築 

山藏農園は、生産だけではなく、加工や卸売までの機能まで担っているものの、クッ

クゴールドは数多く取り扱っている品種の中の一つであり、作付け割合も高くはない。 

通常、トマトは、「クックゴールド」などの品種・名称を強調してブランドを構築、その

上で供給量を増やしていく展開が現実的と考えられるが、現状は一般消費者の認知

度が低く、生産量の拡大に踏み切れない状態である。この状況下で要開拓や大口需

要先が求めるような供給期間と規模を確保することは困難である。 

そのため、第一ステップとして、イベント・フォーラムへの参加により露出機会を設ける

ことで一般への認知度を向上させ、クックゴールドの需要を開拓するとともに、加工食

品の企画、販売機能の強化として、食関連事業者の参画を募ることが考えられる。 

次に、顧客ニーズに基づく商品企画を行う小売・中食・外食事業者に対して「クック

ゴールドコンソーシアム」参画を促すために、商品自体の魅力や安全性はもちろんのこ

と、取引の安定性が求められる。岐阜県域周辺の生産者単位での産地連携を進め、

集出荷施設を整備するとともに栽培マニュアルや品質管理指針を策定し、運用するこ

とで取引の安定性を確保することが考えられる。 

また、産地連携や継続的な活動を行うために、生産者をはじめとする地域コミュニテ

ィとの信頼関係の構築や自治体経由で交付される補助金の活用、イベント・フォーラ

ム等を通じたマーケティング活動の支援など、産地自治体の積極的な支援も欠かせな

い。 

 

イ）事業計画 

クックゴールドの加工・販売機能を担う事業者が事業全体を管理する統括機関と

なり、事業計画を策定することが重要であろう。その上で、機能・役割分担を緻密に

設計していく形が望ましい。 

例えば、自治体であれば、フォーラム等の開催、外部イベント等参加により、統括機

関の発掘・誘致を行うことが考えられる。その上で事業育成のための支援として、地域

コミュニティとの信頼関係の構築、助成金等の財務的支援や経営人材の育成を行う

ことができる体制を整備することが望まれる。 

 

ウ）商品開発・販売 

クックゴールドは流通量が少なく、一般的な認知度は高くない状況であるが、外食
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事業者をはじめ輸入品を利用している事業者には、価格競争に左右されない差別化

を図る動きも出ている。このため、国産・高品質・高機能の加熱調理用トマトの需要

が今後拡大していくことが期待される。 

バイヤーなどが多く訪れるイベントなどに出展し、食関連事業者の参画を促すことで

加工食品企画・販売機能を強化することも重要であろう。 

 

(4) 機能性表示食品制度への届出に必要なデータ等の取得 

 

① 現状アセスメント 

 

ア）登録検討商品・届出予定者の位置づけの明確化 

シスリコピンに関するエビデンスの蓄積が進んでいないことに加え、届出商品形態、

届出者も未定となっている。また、研究レビューや届出資料作成、規制当局との協議、

品質管理体制の整備・運用等の登録のための実務を行う人材は参画していない。 

 

イ）研究開発予算の確保 

機能性表示食品登録において重要なエビデンスデータを取得するための研究開発

費は多くの場合、多額になることが想定されるが、生産者単独ではそれを賄うに足るだ

けの予算捻出は困難であり、支援策が求められる。 

 

ウ）機能性関与成分のエビデンスの蓄積状況 

ヒトの健康におけるシスリコピンの役割に関する疫学研究はきわめて少なく、研究レ

ビューを行い、機能性に関する客観的評価ができるだけの論文が蓄積されているとは

言い難い。論文蓄積のために、最終製品を用いた臨床試験を視野に入れなければな

らない可能性もある。 

 

エ）機能性関与成分の含有量担保 

生鮮食品全般にいえることであるが、現状のサイズ・形状・重さなどの選果方法が採

用されている中で、新たにシスリコピン含有量などの成分分析を現場に適用するために

は多くの場合、技術開発や設備投資を要し、生産現場に追加的な負担を強いること

となってしまう。このような負担を生産者のみに負わせるのは予算的にも実務的にも不

合理である。 

今後の技術開発や事例の蓄積を待ちつつ、品質管理機能を持つ食関連事業者

の参画を募り、生産現場との対話のもと、既存の品質管理体制に比して負担感の増

大をできるだけ抑えるような品質管理体制の構築が望ましい。 
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② 機能性表示登録のコストとベネフィットの検討 

 

ア）コスト 

シスリコピンに関する論文が少ない現状では、ヒト介入試験を伴うエビデンスの構築

が重要になりそうだ。機能性表示食品の届出を進めるために人的・経済負担が生じる

ことが想定されるが、費用概算の見積とともに、クックゴールドを含む、オレンジ系、かつ、

加工用トマトを中心とした用途拡張による市場予測を加味した費用対効果の検証が

望まれる。 

 

イ）ベネフィット 

現状、形や重さでの区分が大半を占める農産物において、機能性は食品の中身

の品質を表現する一つの「ものさし」としてその価値が期待されるが、機能性が豊富な

農産物に対しては消費者が「高い」と感じることが多く、価値の認知はまだまだ進んで

いないため、機能性表示食品の登録さえ行えば、大幅な販売単価の上昇が期待で

きるという市場環境ではない。 

また、トマトは一般的な生鮮食品の中でも、販売価格は高い方に位置づけられる。

そのため、機能性表示食品登録に要する追加コストを販売価格へ転嫁するためには、

ブランド品や高品質野菜として消費者に認知される必要がある。 

例えば、糖酸比、硬度の測定を実施し、トマトの傾向をマッピングするなど、消費者

の嗜好やトマトの調理用途に適した品種を提案することにより、消費者や食関連事業

者が品種を認知するきっかけを創出することが考えられる。このように、品種に対する認

知向上を促す「仕掛け」を工夫することで、品質や機能性に関する理解やブランド化

の促進につながることが期待される。 

 

③ 不足データ取得計画立案・実施 

 

ア）保健機能 

ヒトの健康におけるシスリコピンの役割に関する疫学研究は少なく、ヒト介入試験を

実施し、シスリコピンの人体に与える影響を解明していく必要がありそうだ。 

この場合、生産者単独でこのような機能を担うことは困難であるため、大学等の研

究機関と連携し、シスリコピンの役割に対する研究を進め、科学的に根拠のある摂取

目安量を設定する必要がある。既存のエビデンスの蓄積が進んでいない状況では、ヒ

ト臨床試験による論文の蓄積を待つほかないが、プロジェクトの初期段階においては、

公的機関の研究開発予算や補助金を活用し予算を賄うことも考えられる。 
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その他、機能性表示食品の届出実績のある事業者をコンサルタントとして招聘する

ほか、論文検索Web サービスなどの活用も考えられる。 

 

イ）成分含有量 

クックゴールドの機能性関与成分含有量については、シスリコピンを含むとされている

オレンジ系の主要品種のトマトと比較したデータがなく、生鮮の段階で特定の品種につ

いて「シスリコピンが豊富である」とは宣言しにくい状況にある。 

シスリコピンは果皮に多く含まれていることに着目し、果皮ごと使うピューレのような加

工品であれば、品種の記載方法について検討は必要であるが、生鮮で生じるようなバ

ラツキにも対応は可能であるものと考えられる。 

データの取得方針としては、例えば、果皮ごと粉砕したピューレと従来の加熱工程に

よるピューレとでシスリコピンやその他栄養成分の比較分析を行うことも一案であろう。 
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3.3.4. さらさらレッド 

 

(1) 品種の特性品種の特性 

 

① 農産物の特性 

「さらさらレッド」は、株式会社植物育種研究所(以下、「育種研」)が開発・販売してい

る赤色たまねぎである。 

機能性関与成分では、「ケルセチン」が多く含まれる特徴を持っている。もともと含有アミ

ノ酸量が高いため、さらさらレッドは多品種に比べると旨味は多いが辛い特徴があり、ゆっく

り加熱することで、辛味がまろやかになり甘味が増す傾向がある。 

さらさらレッドの赤色はアントシアニン色素由来である。アントシアニンは加熱や紫外線に

より退色しやすい。pH が低くなると発色がよく、pH が高いと青く濁った色になる特徴を持

つ。さらさらレッドに多く含まれているケルセチンは淡黄色をしており、加熱すると他の赤たま

ねぎよりも綺麗に赤発色する特徴を持っている。 

 

② 機能性関与成分の特性 

ケルセチンは、別名「ビタミンＰ」とも呼ばれるポリフェノールの一種で、主な効果として、

生活習慣病予防(血糖値上昇抑制、血流改善、動脈硬化予防、脂肪吸収抑制)、美

容効果(メラニン生成抑制)、抗アレルギー作用、認知症改善等で効果があるという研究

結果があり、主に抗酸化作用やアンチエイジング作用において効果が期待される。 

ケルセチンは、たまねぎが紫外線から守るために生成する成分であり、収穫後も紫外線

にさらすと含有量がさらに高まる。 

 

(2) 平成 28年度以降の活動内容 

 

① 取組状況 

 

ア）商品開発・販売 

育種研は、さらさらレッドのほか「さらさらゴールド」の開発、大手食品会社と共同研

究を行っている「スマイルボール」など、継続的に新たなたまねぎの品種の研究・開発を

進めている。一方、平成 28 年度に開発したレシピメニューは受け皿となる食関連事

業者が検討会メンバーとして参画していないこともあり、販売までに至っていない。 

種苗会社や生産者のみでバリューチェーンの加工、販売などの各機能まで負担する

よりも、自身の専門分野である種苗開発、生産管理機能を担った方が経営判断上、

合理的と判断し、育種研及び生産者では加工は行わず、年間契約で加工用たまね

出所：株式会社植物育種研究所 
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ぎを業者に販売している。 

 

イ）機能性表示食品登録 

育種研では、公的な研究開発プロジェクトに参加し、事例も見てきた中で、農産物

で顕著な結果を出す難しさを感じている。たとえ、露地野菜での機能性表示食品登

録第 1号となったとしても、その話題性や投資対効果において確たる成果を見極め難

い状況にあると考え、本調査時点において、研究レビューや届出資料作成、規制当

局との協議、品質管理体制の整備・運用等の登録のための実務を行う人材への投

資判断には至っていない。 

今後も人的資源や財務的体力を考慮し、無理のない範囲での投資を続けていく

方針とのことである。 

 

ウ）バリューチェーンの構築状況 

育種研は、生産委託した栗山町のたまねぎ生産団体から全量を買取、小売事業

者や加工業者等に販売するとともに、自身のwebサイトにおいても通信販売を行って

いる。物流は宅急便を活用した発送で対応しているが、物流コストが割高である点、

悩みを抱えている。 

本来は種苗開発、生産管理に係る機能に特化し、バリューチェーンの各機能はそ

れぞれの事業者に担ってもらうことが理想だが、現行では人的資源の関係上、販売機

能も植物育種研究所が担っている状況である。この点、「さらさらゴールド」、「スマイル

ボール」などの品種では、商社や食品会社等が参画し、バリューチェーン上の各機能を

担っている。 

農産物の価格安定化のため、需要動向に応じ地域全体で品目ごとの作付け計画

を策定している。そのため、たまねぎをはじめ、個人単位で農産物の作付面積を増減

させることには一定の制限がある。 

  

② 検討会の概要 

 

ア）検討会メンバー 

研究機関 株式会社 植物育種研究所 岡本 大作 

行政機関 

栗山町 産業総括 山本 信二 

栗山町 産業振興課 高間 嘉之、杉本 伸二 

栗山町 ブランド推進課 西村 敬美 

事務局 有限責任あずさ監査法人 林 哲也、今野 亮 
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イ）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 28日(月)13:00～ 

栗山町役場会議室 

(1)29年度事業内容の共有 

(2)現状課題の共有 

第 2回 2017年 10月 24日(火)10:00~ 

栗山町役場会議室 

(1)開発製品の販売戦略検討 

(2)機能性表示食品制度への届

出に必要なデータ等の取得 

第 3回 2018年 3月 1日(木) 

栗山町役場会議室 

(1)開発製品の販売戦略検討 

(2)機能性表示食品制度への届

出に必要なデータ等の取得 

 

(3) 開発した製品の販売に向けた検討 

 

① 現状課題と今後の方針 

 

ア）バリューチェーンの構築 

育種研と生産者が専門性を持つ品種開発・生産に専念した活動を行うため、バリ

ューチェーン上の加工、販売機能などの強化を行うとともに、経営人材の発掘・育成が

重要なポイントになりそうだ。 

さらさらレッドをはじめとする高機能たまねぎの需要開拓のために、イベント・フォーラム

への参加により露出機会を設けることで一般への認知度向上を図りつつ、加工食品の

企画、販売機能の強化として、食関連事業者の参画を募り、商社や食品会社、公

的機関等からの出向受入を行い、人的資源を強化といった施策も必要だろう。 

また、経営人材の育成や受入を行うために、自治体経由で交付される補助金の活

用、イベント・フォーラム等を通じた人材発掘・受入支援、コンサルタントの招聘など、

産地自治体の積極的な支援も欠かせない。 

 

イ）事業計画 

現状は、育種研が種苗研究開発・栽培指導・販売といった複数機能を一手に引

き受ける形となっており、機能性表示食品登録を含む事業計画の策定まで手が回っ

ていない状況である。さらさらレッドの販売機能を担う事業者が事業全体を管理する

統括機関となり、商品開発・販売・機能性表示食品登録等の事業計画を策定、育

種研はその付加価値である種苗研究開発に特化できる形になることが望ましい。 
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ウ）商品開発・販売 

顧客ニーズに基づく商品企画や開発を行う食関連事業者が参画を募り、販売機

能を強化することが考えられる。 

例えば、一般消費者への露出機会を増やし、認知度を高めていくことで、先進事

例「越のかおり」のように、食関連事業者の需要につながる可能性がある。顧客ニーズ

に基づく商品企画や開発を行う食関連事業者の参画が得られることで、新たな需要

開拓の展開が見えてくるだろう。 

 

(4) 機能性表示食品制度への届出に必要なデータ等の取得 

 

① 現状アセスメント 

 

ア）登録検討商品・届出予定者の位置づけの明確化 

たまねぎ由来ケルセチンに関するエビデンスの蓄積が進んでいないこと、研究レビュー

や届出資料作成、規制当局との協議、品質管理体制の整備・運用等の届出のため

の実務を行う人材が参画していないこともあり、届出商品形態、届出者も未定である。 

 

イ）予算・供給量の規模 

機能性表示食品登録のためのデータ取得に要する研究開発費や設定した製品規

格に適合させるための品質管理体制整備の費用は多くの場合、多額になることが想

定されるが、さらさらレッド検討会ではそれを賄うに足るだけの予算捻出が実現できてい

ない。 

「さらさらゴールド」や「スマイルボール」のように商社や食品会社など、バリューチェーン

の各機能を補強するような企業との提携や出向などによる人材の受入、公的機関の

研究開発予算を活用することにより、予算や人的資源を確保することが考えられる。 

 

ウ）機能性関与成分のエビデンスの蓄積状況 

ヒトの健康におけるたまねぎ由来ケルセチンの役割に関する疫学研究はまだ十分に

進んでおらず、その疾病予防効果は未だ解明されていない。なお、ケルセチン関係で

機能性表示食品登録されているものは、平成 30年 2月現在でサプリメント形式のも

のが 2 種類、他の機能性関与成分 2 種類との組み合わせによるものである。また、特

定保健用食品で表示を許可されたものがある(お茶)が、たまねぎ由来のものではない。 

以上のことから、たまねぎ由来のケルセチンについて、研究レビューを行い、機能性に

関する評価ができるだけの論文が蓄積されているとは言い難い。論文・エビデンス蓄積

のために、最終製品を用いた臨床試験を視野に入れなければならない可能性もある。 
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エ）機能性関与成分の含有量担保 

現状のサイズや形で選別する選果方法を採用している中で、新たにたまねぎ由来

ケルセチン含有量の測定を導入することは、新たな品質管理制度を生産現場に導入

することを意味する。その場合、生産現場の人員に対して研修や指導を要するとともに、

分析費用が高額になる可能性が高い(分析単価 2 万円15～×サンプル数を継続的

に実施)。また、選果設備を導入する場合には、設備投資や技術開発、専門人材の

育成を要することとなり、予算や人的資源が限られている中でこのような品質管理体

制をただちに生産現場に導入することは困難な状況にある。 

 

② 機能性表示登録のコストとベネフィットの検討 

 

ア）コスト 

機能性表示食品登録においては、届出を進めるための研究開発や品質管理活動

を継続的に実施可能な体制を確保する必要がある。そのための設備投資や専門人

材の人件費、分析費等の諸費用を賄えるだけの売上高(取引量増加大口需要者へ

の販路開拓の実現等)もしくは資金があることが前提となるだろう。 

品質管理体制の運用においては、既存の検査体制や追加的に生じることが想定さ

れる製造現場の負担などを考慮しつつ、規格を設定し、一定の品質を確保する体制

整備と費用が求められる。 

こうした諸費用を見積もりつつ、バリューチェーンを構成する事業者間で経済的・人

員的な負担関係を整理する必要があるだろう。 

 

イ）ベネフィット 

現状、形や重さでの区分が大半を占める農産物において、機能性は食品の中身

の品質を表現する一つの「ものさし」としてその価値が期待されるが、機能性が豊富な

農産物に対しては消費者が「高い」と感じることが多く、価値の認知はまだまだ進んで

いないため、機能性表示食品の登録さえ行えば、大幅な販売単価の上昇が期待で

きるというわけではない。 

以上の観点から、機能性関与成分に加えて、地域の特性を生かした味や色、使い

やすさなど様々な魅力に基づく多角的なブランド構築により、その価値を高めることが

望ましい。 

この点、さらさらレッドは、機能性以外にも柔らかさや味なども一般的な品種と比較

してわかりやすい特徴を打ち出しており、消費者にとっても特徴をつかみやすい品種で

                                         
15 日本食品分析センターHP より引用 
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あると言える。また、栗山町は物産展などにもたまねぎを中心とした農産物を出展し、

地域ブランドとして「栗山ブランド」の構築を進めている。こうしたブランドに機能性表示

食品登録を組み合わせた収益増効果(価格・数量)の検討がなされることが望ましい。 

 

③ 不足データ取得計画立案・実施 

 

ア）保健機能 

ヒトの健康維持・増進において、たまねぎ由来ケルセチンが果たす役割に関する疫

学研究は十分ではない。今後、ヒト介入試験を実施し、ケルセチンが人体に与える影

響を解明していく必要がありそうだ。 

この場合、生産者単独でこのような機能を担うことは困難であるため、大学等の研

究機関と連携し、たまねぎ由来ケルセチンの役割に対する研究を進め、科学的に根

拠のある摂取目安量を設定する。既存のエビデンスの蓄積が進んでいない状況では、

ヒト臨床試験による論文の蓄積を待つほかないが、プロジェクトの初期段階においては、

公的機関の研究開発予算や補助金を活用し予算を賄うことも考えられる。 

 

イ）成分含有量 

現状の選果方法でたまねぎ由来ケルセチン含有量を測定することは予算的にも実

務的にも困難であるため、公的な研究開発プロジェクト等にてたまねぎ由来ケルセチン

のエビデンスの蓄積と分析方法の技術開発が望まれる。 

また、品質管理機能の強化を目的として、食関連事業者の参画を募った上で、商

社や食品会社、公的機関等からの出向の受入を行い、人的資源を強化することが

考えられる。品質管理体制の構築にあたっては、加工業者の設備や規模に応じて、

製造現場との対話のもと、既存の品質管理体制に比して負担感の増大をできるだけ

抑えることが望ましい。 
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4. バリューチェーン形成に関する課題の整理 

 

4.1. 機能性農産物等のバリューチェーン成長スパイラル 

これまでの調査を踏まえて今後の課題を整理するにあたり、機能性農産物を活用した商品の

バリューチェーン(以下、「機能性バリューチェーン」)形成とその成長プロセスを概念化した。 

 

図表 4-1 機能性農産物等の成長のスパイラル 

 

 

一般的に、新商品の事業化に向けては、以下の三段階を経るといわれる。 

① 周知・集客(商品の魅力を消費者に発信、集客を図るステージ) 

② 固定客化(実際の商品購入とともに、複数回の購入を促していくステージ) 

③ 反復購入化(価値の訴求と満足度提供を実現、リピート顧客化を目指すステージ) 

 

昨年度・今年度の本事業において、各実証体とも「①周知・集客」の観点から成分分析、アン

ケート分析、商品開発、メニュー施策/試食会の開催等を実施してきた。また、3.2 のアンケート

分析等を見ても、「機能性農産物」が徐々に消費者に浸透していることが伺える。一方で、どの実

証体においても、この段階において様々な課題に直面しており、「②固定客化」ステージに進むこと
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に苦労している。 

その理由の一つとして「①周知・集客」段階における各実証体の「投資」が思いのほか大きいこ

とが挙げられる。例えば、「投資」として以下のようなものが挙げられる。 

 

 バリューチェーンの構築、統括機関の存在 

 統括機関と生産者、食品メーカー、流通事業者等のコミュニケーション負荷 

 機能性表示食品登録届出を検討する上で、その投資対効果が読み切れない現状 

 生産ラインや品証ラインの新設等追加投資の判断 

 対象品目においてシステマティックレビュー論文がない場合の、ヒト試験によるエビデンス

構築コスト 

 

機能性農産物の商流は、B to B(外食産業・食品メーカー)、B to C(小売店・E コマース購

入)双方の経路が考えられる。本年度事業のテーマである「大口の需要先となる外食・中食産業

において、機能性農産物等を積極的に活用できる環境整備」については、試食会、商品開発、

インタビュー調査等各方向で取り組んできた。本紙 2.3.1 において記載のとおり、一定の取扱数

量(生産体制)、エビデンスの整備等、大口需要先の取り扱い条件は甘くはない。 

大口需要先との協業体制構築が難しい実証先では、周知・集客活動が、大口需要先の「固

定客化」に至らず、B to C での取引(E コマース、一部地元店舗での取り扱い)に留まっているの

が現状である。 

 

4.2. 機能性表示食品制度届出の阻害要因(隘路) 

機能性表示食品制度届出の阻害要因(隘路)を検討するにあたり、先進・優良事例調査、

28 年度並びに 29 年度実証事業調査を踏まえ、機能性表示食品制度届出の促進を阻害す

る要因をイメージ化した。 

図表 4-2は、縦軸を利益率、横軸を時間と捉え、機能性農産物等の登録に向けて取り組む

実証体の利益率推移イメージを示したものである。周知・集客活動において様々なコストを要し、

利益率は減少傾向になるケースが多い。その背景には、周知・集客ステージが、プロモーション・コ

スト(情報提供・広告宣伝)、新商品開発・販売コスト、コンソーシアム内でのコミュニケーション・コ

スト、そして、機能性表示食品制度届出コスト等、様々なコストを要するステージであることが挙げ

られる。 

通常は、その先の「固定客化」→「反復購入化」とステージを進む過程で、投資の回収が行わ

れ、利益率の改善が期待される。届出事業者が、上記の投資に慎重になっていることが大きな課

題であるが、本項 4.2 では、その中でも機能性表示食品制度届出の阻害要因に焦点を当てて

考察してみた。機能性表示食品制度届出に向けて、各実証体とも取組継続しているが、主に二

つの「壁」に直面しているように思われる。  
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図表 4-2 機能性表示食品制度の届出の阻害要因 

 

 

まず、第一の壁は「コンソーシアム組成」である。本紙 2.3.1 で言及したように、顧客ニーズを把

握している統括機関の不在が大きい。前項 4.1 でも触れたとおり、コンソーシアム内の活動におい

ても、事業計画策定(投資対効果の予測)の難しさがあり、加えて、生産者・食品メーカー・流通

事業者(卸売/小売)・研究開発者・登録実務者といった様々な利害関係者のベクトルを合わせ

る難しさも存在する。 

大手食品メーカーであれば、自社内にこうした機能を概ね備えることが可能であるが、コンソーシ

アムは様々な事業体の集合であり、統括機関がイニシアティブを発揮できるような環境整備が望

まれる。 

 

第二の壁として「届出プロセス」がある。機能性表示食品制度は、特定保健用食品(トクホ)と

比較して、その負荷は少ないものの、事業者責任で安全性・機能性等の根拠情報を届け出る必

要がある。届出実務においては、各実証体とも専任者(経験者)の必要性を挙げている。 

届出実務に加えて、先述のエビデンス収集、設備投資負担(生産設備)、安全/品質管理体

制整備負担等、相応の投資負担を要する品目もあり、この壁をいかに低くするかも今後重要な

課題となるであろう。 
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4.3. 登録届出費用と費用対効果 

各実証体における悩みの一つに登録届出費用と費用対効果の問題がある。臨床試験でも

SR でも、内容が専門的なものが多く、図表 4-3 に示したとおり、臨床試験で数千万単位の研

究開発費用を見積もる必要がある。 

 

図表 4-3 登録届出費用 

 

 

一方で、こうした研究開発費が事業運営に与える影響を、統括機関を中心とするコンソーシア

ムは慎重に検討しなければならない。年商百億単位の企業体と、1 億未満のコンソーシアムでは

事情も異なる。 

届出がもたらす、売上高(単価)の上昇や売上総利益率の上昇等、ポジティブな要素とコスト

増や単価抑制動向等、ネガティブな要素を複数年単位で慎重に吟味することが経営者に求めら

れる。 

今後は図表 4-416のような、研究開発投資の意思決定に必要な事業計画の策定・討議等

も求められていくであろう。 

 

                                         
16 図表 4-4 の数値は、具体的イメージ想起の助けとなるように作成した仮定のものである 
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図表 4-4 事業運営における研究開発投資の費用対効果の検討 

 

 

4.4. 課題の整理、対策・留意事項の取りまとめ 

以上、バリューチェーン形成及び機能性表示食品制度届出の両面から、課題(隘路)について

考察してきた。各実証体とも届出に向けた道のりは易しいものではないが、先進事例等も踏まえ、

課題の整理、並びに、対策・留意事項について、図表 4-5 に整理した。 

なお、本項 4.4 においては、本年度仕様書に準じ、以下の軸をもって整理を行う。 

 

 品質管理上の課題整理 

 事業者や消費者へ情報を提供する際の課題整理 

 農産物の生産性や価格を決定する際の課題整理 

 

これらの軸に従い、本年度の調査において、各関係者から挙げられた認識課題を集約した。そ

れぞれにおける統括機関の重要性や、費用に対する問題意識については、4.1 から 4.3 に記載

しているので、本項では必要最低限に留める。 

次に、それぞれの課題に対して、先進・優良事例(ケース)ではどのような取組を行っているかとい

う点を取りまとめた。 

最後に、28年度、29年度実証事業が今後、先進・優良事例を自らの取組にどのように反映

させるか、その上での留意事項をどのように考えるかといった点を整理した。 
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図表 4-5 課題・対策・留意事項の整理 
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5. 免責事項 

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状

況に対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めております

が、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありません。何らかの

行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナルが特定の状況を綿密に

調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。本報告書は、本報告書を閲覧し

たあるいはコピーを入手した第三者に対して、有限責任 あずさ監査法人は責任を負うものではあり

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




