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 花きの効用情報を効果的に活用するための仕組

み（しかけ）が不十分

 花きの効用に関して、業界関係者への適切な伝

達・情報共有方法、及び望ましい仕組み（しか

け）のあり方について検討

※ 本調査は、平成24～26年度農林水産政策科学研究委託事業「花きの医学

的効果等の総合的評価法の確立とそれを用いた生産・流通・消費システム

の構築」の一環として実施

 調査の背景、目的
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(1)関係法制度の確認

(2)効用情報が商品の売上げ増進につながった事例
の収集、確認

(3)農産品の効用情報を生産・流通・消費過程にお
いて活用した事例の収集、確認

(4)花きの空間に対する効用を活用した事例の収集、
確認

(5)花きの医学的効用の伝達に関するアンケート調
査の実施

(6)花きの医学的効用情報を活用した仕組みのあり
方の検討

 調査の全体像
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 花き振興法

・平成26年6月成立、12月施行

・国の策定した基本方針に基づき、都道府県にて振興
計画の策定に努める

・行政、事業者、研究機関等の連携を奨励

 薬事法

・医薬品の製造、広告等について規制

・健康食品について効果を標榜することは禁止

 景品表示法

・実際より著しく優良であるとの表示は禁止

・裏付けとなる合理的根拠の用意

１. 関係法制度の確認
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 効用情報を購買行動につなげるためには信憑性、重要性が
重要。成分含有量の表示があっても、その成分の身体にも
たらす効果が十分表記されておらず、当該商品⇒成分を含
む⇒身体に良い、という連鎖が消費者に伝わりにくい

２.効用情報が商品の売上げ増進につながった事例の収集、確認

分類 ポイント 事例

効用情報の信憑性を高
める

【信憑性】

専門的な知見に基づき、信頼
性の高い情報と理解されること

認可・認証制度の活用 特定保健用食品（トクホ）

研究機関の活用 トマト（2012年ブーム）

マスメディアの活用 ユーカリ茶（2006年ブーム）
サンセベリア（2002年ブーム）

数値情報の提示 チョコレート効果（明治製菓）

受け手にとっての重要
性を高める

【重要性】

受け手の生活にとって重要な
情報と理解されること

ライフスタイルの新規提案 ゴーヤ（グリーンカーテン）

ライフスタイルの改善提案 ファブリーズ（P&G）
部屋干しトップ（ライオン）

使用場面・方法の提案 きき湯（バスクリン）
LED照明（パナソニック）
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 農業体験の提供、産地や効用情報の提供、生産者から消費
者への直接取引など、生産・流通段階と消費段階の距離感
をなくすことが、商品の販売増につながる

３.農産品の効用情報を生産・流通・消費過程において活用した事例の収集、確認

事 例

生産者情報発信サイトの構築 ～青果ネットカタログ「SEICA」～

農業体験の提供 ～第一次産業ネット～

生産方法による農産物のブランド化 ～「朱鷺と暮らす郷づくり」認証制度～

パッケージングによる差別化 ～伊達の蜜桃～

農産物の効用と特性を活かした販売手法～ベジマルシェ～

産地表示と野菜特性を活かした販売手法～オイシックス～

卸売市場における小売業者向けの情報提供 ～東京都中央卸売市場～

独自の安全基準の設定と買取り保証による特徴ある農産物の生産～らでぃっしゅぼーや～

生産者の販路開拓をサポート ～アグリウィンネット～

生産者情報発信サイトの構築 ～ SAITAMAわっしょい～

産品の高付加価値化と差別化表示 ～高付加価値化研究会～

野菜の機能性評価と測定装置の開発 ～デリカフーズ～

地場産品の情報提供と活用店舗の紹介 ～おいしい風土こうち～

生産者による消費者への情報提供と直接取引 ～農地でショッピング～

農産物の機能性に関する情報提供 ～栄養・機能性成分情報提供マニュアル～

グリーンのある空間が人に与える効果のＰＲ ～森林セラピー～
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 花きの活用場所・機会が多岐にわたっていることを確認。花
きの活用現場における花きへの期待感、ニーズを収集する
ことが有益。

４.花きの空間に対する効用を活用した事例の収集、確認

事 例

社員の癒しとなるオフィスの演出 ～フューチャーアーキテクト株式会社～

社員の働きやすさを高めるグリーンの配置 ～株式会社イデアインターナショナル～

グリーンを活用したブランド価値増進 ～中央電力株式会社～

屋内の公園のような憩いの空間で収益向上に寄与～有楽町マルイ、新宿マルイ本館～

心を和ませるグリーンウォールの設置で集客効果を期待～Dila西荻窪～

緑のある空間演出でやすらぎの飲食スペースを演出 ～ダイバーシティ東京プラザ～

室内・屋外それぞれに適した植物によるデザイン ～ CNAC WALL ～

花と緑を身近に感じるカフェ ～青山フラワーマーケットティーハウス～

継続的に花や緑を飾ることによる効果を実証 ～岡崎市立矢作中学校～

花育を通して地域全体で温かい気持ちを実感 ～新潟市立庄瀬小学校～

患者への効果を期待した観葉植物の設置 ～社団法人全国社会保険協会連合会 健康保険直方中央病院～

病院のコンセプトにあわせた憩いのスペースの創出 ～医療法人社団青樹会青和病院～

花のあるまちづくり ～戸田市 花ロード美女木～

都市機能と緑の融合による安らぎの空間 ～JR新大阪駅～

原っぱや森をイメージした図書館 ～徳島市立図書館～
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 花きの医学的効用に関する広報は、固い内容であっても、
例示や説明により理解しやすくなる

 花きの効用に関する情報発信は、販売増に役立つと受け止
められている

５.花きの医学的効用の伝達に関するアンケート調査の実施
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 「健康の観点」の発展や、「生活の観点」（生活の中で花きを
設置する場面や場所と効用について検証する）を意識した実
験と情報提供が期待されている。

５.花きの医学的効用の伝達に関するアンケート調査の実施
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（１）本研究の成果を踏まえた今後の取組み提案

 生産・流通・消費サイドと研究サイドの継続的な橋渡しの仕
組みの構築
・イベントなど一時的な取組みではなく、継続した情報交流の仕組みが構築されると、花きの効用に関して継続的な実験

データの蓄積が進み、より効果的な広報活動が展開できるようになり、花き販売・生産事業者の振興に寄与する。

・継続した仕組みというのは、研究内容に関する交流会を定期的に開催する、というものではなく、後に述べる業界内の司
令塔のような機能を持つ組織が、セミナーや展示会等を開催するたびに研究ニーズ情報を収集する、ホームページ上で
テーマを公募したり研究者と販売者の座談会を記事として掲載するということでよい。

６.花きの医学的効用情報を活用した仕組みのあり方の検討

研究サイド 生産・流通・消費サイド

継続的な実験・
データ整備

継続的広報・ニー
ズ収集

知見・データの提供

販売現場・業界の
研究ニーズ



10

（１）本研究の成果を踏まえた今後の取組み提案

 従来の取組みに加えた新たな情報共有・伝達方法の活用
・業界内でこれまで行っていた広報活動を体系化し、年間を通じた広報活動の全体像を整理し、個々の広報活動を、その

意義、目的、対象、方法などを全体像の中に位置付ける、すなわち戦略をもって計画的に広報活動を展開する。

・体系化にあたっては、広報の対象と目的、情報媒体、展開方法、内容（コンテンツ）を整理するとともに、年間を通じてス
ケジュール化する。可能であれば広報計画を作成し、ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理と運用改善を行えるようにする。

６.花きの医学的効用情報を活用した仕組みのあり方の検討

広報対象 目的 情報媒体 内 容

消費者 PR、購入促進 ・リーフレット、小冊子

・Webサイト

・SNS、フェースブック

・医学的効用

・活用例

・お世話の仕方

花き販売者 販売促進 ・セミナー

・展示会、イベント

・業界誌、業界紙

・医学的効用

・活用例

・アピール方法
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（１）本研究の成果を踏まえた今後の取組み提案

 異業種との交流
・花きの供給先との情報交流の機会、いわゆる異業種交流の場、機会を積極的に設ける。具体的には、花きを大量に消

費すると想定される応用領域における関係団体、業界団体等と意見交換する機会を設けたり、展示会やイベントに招待
するなどして、花きの活用ニーズ情報を収集し、次の研究、販売戦略の参考とする。

観光業界、スポーツ業界
街づくり・都市景観関係団体
医療・介護関係団体
教育関係団体 など

６.花きの医学的効用情報を活用した仕組みのあり方の検討
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（２）普及活動の継続性をいっそう高めるために

 生産・流通・消費過程における人材の育成
・園芸知識と医学的知識を統合する視点に基づいた、花きとその特徴や効用、生活の場面での応用例などについて専門

的な知識を持つ人材を育成する。花き業界では、これまでにも販売事業者向けの説明会等が開催されていたが、主たる
目的は商品説明と飾り方等のノウハウ伝授であり、花きの効用を伝えるという観点はあまりなく、さらには説明会で販売
人材を育成するという観点は不足していたと推察する。

６.花きの医学的効用情報を活用した仕組みのあり方の検討

園芸知識

医学的知識

（従来の学問体系） （統合）

園芸セラピスト

園芸学＋医学情報
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（２）普及活動の継続性をいっそう高めるために

 生産・流通・消費過程における人材の育成
・こうしたことを踏まえ、下記を提案する。

①説明会の充実
従来からの説明会あるいは展示会のイベントに研修的な要素を加え、花の効用についてレクチャーし、データ等を
掲載したパンフレット等、販促ツールを提供する。

②販売員を認証する仕組みの検討
研修プログラム（カリキュラム）を用意し、修了生を花きセラピスト等として保証する仕組みを検討する。

序 森林セラピストとは 第３章 森林薬学・アロマセラピー
第１章 森林医学系 １．森林薬学

１．森林セラピー概論 ２．アロマセラピー
２．日本の森林セラビー 第４章 健康・心理学系
３．世界の森林セラピー動向 １．ストレス概論

第２章 森林科学系 ２．精神医学
１．森林の生態・更新 ３．カウンセリング・心理療法
２．森林の役割 ……
３．森林の保全・管理 資料編 安全・救急手当観光業界、スポーツ業界
４．森林の景観・セラピーロードのデザイン
……

（出所） NPO法人森林セラピーソサエティ「森林セラピー 森林セラピスト養成・検定テキスト」

６.花きの医学的効用情報を活用した仕組みのあり方の検討



14

（２）普及活動の継続性をいっそう高めるために

 司令塔機能を持つ組織の育成
・花き業界の内部に、司令塔機能（旗振り役）を担う推進役がいることが望ましい。これまでに花きに関する広報活動の経

験を持ち、可能であれば自社で情報媒体を持っている組織、団体が積極的に関与してくれると、花き産業界の将来に
とって有益である。

（関連事業の展開）

□ オリンピック・パラリンピックフラワー安定供給対策

□ 国産花きの需要拡大に関する事業

６.花きの医学的効用情報を活用した仕組みのあり方の検討


