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４ 戦略検討のための基礎調査 

（１）基礎調査の内容 

ア．機能性等情報の収集及び機能性表示食品制度への対応についての検討 

県内素材の安全性や機能性成分に関する科学的情報について、各種データベー

ス（表４－１）を用いて情報収集を行った。検索結果から、県内素材の安全性や

機能性成分に関する科学的情報の蓄積を把握し、有望素材の選定を行った。有望

素材の選定基準としては、機能性成分毎の科学的根拠レベルが日本国内及び諸外

国において公的及び査読付き論文で評価されている機能性成分、更に健康食品市

場において市場規模が大きい成分かつ一定のエビデンスを有する成分等、加えて

県内食品及び健康食品企業の商品開発意向を踏まえて選定・絞り込みを行った。

企業アンケートにより沖縄県産素材の注目度評価を行ったところ、ウコン、オキ

ナワモズク、キョウオウ、シークヮーサー、もろみ酢についての評価が高かった。

なお、いずれの素材も安全性に関しては、GMP等認証工場がある。                

素材データの蓄積量を把握することで、機能性表示食品の取得までのハードル

が整理でき、短期的・長期的なブランド戦略の策定を素材ごとに行うことができ

る。具体的には、各素材について文献調査を行い、機能性（ヒト臨床試験）、安全

性、機能性について課題の抽出を行い、戦略の策定を行うための基礎調査を行っ

た。 

表４－１. エビデンスに用いる論文データベース 

データベース 内容 

J-DreamⅢ    

（http://jdream3.com/） 

科学技術や医学・薬学関係の国内外の文献情報を検索

できる、日本最大級の科学技術文献データベース。収

録数 6,000 万件。信頼性が高く、高品質な国内外の医

学・薬学・科学文献を網羅。 

JMEDPlus 日本国内発行の資料から医学、薬学、歯科学、看護学、

生物科学、獣医学等に関する文献情報を収録。 

PubMed

（http://www.ncbi.nlm.

nih.gov/pubmed） 

アメリカ国立医学図書館の国立生物工学情報センター

(NCBI)が運営する医学・生物学分野の学術文献検索サ

ービス。 

医中誌 Web 

(http://login.jamas.or

.jp/) 

 

特定非営利活動法人 医学中央雑誌刊行会が作成する

国内医学論文情報のインターネット検索サービス。 国

内発行の、医学・歯学・薬学・看護学及び関連分野の

定期刊行物、のべ約 6,000 誌から収録した約 1,000 万

件の論文情報を検索することが出来る。 

Cochrane Library 

(http://www.cochraneli

brary.com/) 

コクラン共同計画（The Cochrane Collaboration)が発

行するデータベース。世界中から収集した RCT 論文の

中から科学的に信頼できる試験だけを選択し、メタ・

http://jdream3.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://login.jamas.or.jp/
http://login.jamas.or.jp/
http://www.cochranelibrary.com/
http://www.cochranelibrary.com/
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 アナリシスという統計学的手法でデータをまとめ、総

合評価したレビュー論文（システマティック・レビュ

ー）の全文を収録。 

J-Stage 

(https://www.jstage.js

t.go.jp/browse/-char/j

a/) 

文部科学省所管の独立行政法人科学技術振興機構

（JST）が運営する電子ジャーナルの無料公開システ

ム。 

CiNii 

(http://ci.nii.ac.jp/) 

 

CiNii（NII学術情報ナビゲータ[サイニィ]）は、論文、

図書・雑誌や博士論文などの学術情報で検索できるデ

ータベース・サービス。 

「健康食品」の安全性・

有 効 性 情 報

(https://hfnet.nih.go.

jp/) 

国立健康・栄養研究所。おもに「健康食品」に利用さ

れている素材について、その概要、主成分の分析方法、

有効性情報（ヒトにおけるデータを中心とし、動物実

験結果は参考資料）、安全性（ヒトならびに動物のデー

タを採用、医薬品との相互作用、摂取に注意する対象

者などの情報）などを個別の研究データとして掲載。 

亜熱帯植物資源データベ

ー ス

(http://www.iicc.u-ryu

kyu.ac.jp/plant/) 

琉球大学産学官連携機構。沖縄地域で伝統的に継承さ

れてきた植物資源の更なる活用に向けて、植物資源の

棚卸しを行い、これまで実地されてきた植物資源の調

査・整理等の文献や事業を取りまとめ、今後商品化の

可能性が見込まれる未利用資源を追加予定。 

薬 草 デ ー タ ベ ー ス 

(http://www.pref.okina

wa.jp/site/shoko/kogyo

/shokuhinkagaku/yakuso

u-datebase.html) 

沖縄県工業技術センター。掲載情報については、生物

情報：薬草の和名、学名、方言名など基本的な情報、

化学情報：薬草に含まれる成分の情報、薬理情報：薬草

に関する薬理的な研究について、その薬理活性や成分

に関する情報 

ナチュラルメディシン・

データベース 

(http://jahfic.or.jp/n

mdb) 日本版：日本医師

会・日本薬剤師会・日本

歯科医師会監修 

 

健康食品・サプリメントに使用されている素材・成分

を幅広く網羅。世界中のヒト試験等による数万もの学

術論文や研究資料を精査、健康食品・サプ リメントの

素材と成分の安全性、有効性の科学的根拠を分析。そ

の結果をもとに、医薬品、健康食品・サプリメント、

食品や症状・疾患との相互作用、副作用情報、投与量

の目安などを評価掲載。日本の（独）国立健康・栄養

研究所がホームページ上で提供する「『健康食品』の有

効性・安全性情報データベース」の底本 

J-GLOBAL 

（http://jglobal.jst.g

o.jp/ ） 

文部科学省所管の独立行政法人科学技術振興機構

（JST）が運営する電子ジャーナルの無料公開システ

ム。 

  

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/
http://ci.nii.ac.jp/
http://jahfic.or.jp/nmdb
http://jahfic.or.jp/nmdb
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① データベース検索による文献調査 

a. JST 科学技術用語シソーラス（統制キーワード）について 

科学技術に関連した専門情報の検索、特にまだ知見が深くない分野の検索におい

て、適切なキーワードを選択したり、キーワードの候補を幅広く収集したり、選択

したキーワードの同義語・異表記語を網羅することは容易でない場合が多い。国立

研究開発法人科学技術振興機構（以下、「JST」という）では、利用者がこれまで見

つけられなかったキーワードを容易に発見することが可能となる JST シソーラス

map を作成している（國岡ら，2012）1。シソーラスとはデータベース作成機関（JST）

によって統制された科学技術分野のキーワード集であり、用語の意味の広さをもと

に、その上位下位関係を定義し階層関係がまとめられている（収録語数は約 4万語、

2008 年に改訂）。JDreamⅢ各文献にもシソーラス（統制キーワード）が付与されて

いる。シソーラスを検索語に使用することで、検索漏れを防ぎ、検索効率がアップ

する。 

今回の調査では、シソーラス map機能を用いて、沖縄県産素材および機能性成分

について、情報収集を行い、共出現語*1より、素材と関連深い機能性成分や機能性

成分と関連深い効能について検索を行った。 

*1:共出現とは，文献に付与された索引語の中で，ある用語が他のどの用語とともに出現したのかを集計したデー

タである。共起関係とも言われる。前述した JSTシソーラスと大規模辞書は，科学技術文献データベース JSTPlus，

JMEDPlus の索引に用いられているため，これらの辞書内の用語が，他のどの辞書内の用語と同一の文献に出現し

たかをカウントし頻度が高いものを抽出している。JSTシソーラス mapでは，用語と用語の共出現の関係について

400万の関係を持っている（國岡ら，2012）。 

 

b. J-DreamⅢ（有料データベース検索）によるシソーラス map の検索 

JDreamⅢによる、シソーラスブラウザによるシソーラス用語および、JSTシソー

ラス mapの検索を行った。検索方法については、別添のエビデンス構築マニュアル

に記載する。 

沖縄県産素材および機能性成分について、シソーラス map機能を用いて検索し、

共出現語*1 を選抜した。以下、一例としてヒラミレモンおよびノビレチンのシソ

ーラス map より抽出した用語を記載する。 

 

・ シソーラス Map（ヒラミレモン） 

ノビレチン、ポリメトキシフラボン、シネフリン、γ―テルピネン、タンゲ

レチン、アスコルビン酸、リナロール 

                                                   

1 國岡ら(2012), JSTシソーラス map JST辞書の可視化による効果的な検索語の発見，

情報管理, 55, 662-669. 
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脂質代謝改善作用、抗肥満作用、抗酸化作用 

・ シソーラス Map（ノビレチン） 

認知機能改善作用、アルツハイマー病評価尺度、消炎作用 

 

c. JDreamⅢを利用した沖縄素材および機能性成分のシソーラス用語での検索結果 

沖縄素材および機能性成分のシソーラス用語での検索を行った。シソーラス用

語を用いることにより、より網羅的に検索することができる。また、各沖縄素材お

よび機能性成分についてのシステマティックレビュー（系統的レビュー：SR）の有

無についての確認を行った。システマティックレビューがある素材については、ヒ

ト臨床試験が行われている可能性が高い。検索結果を表４－２－１～表４－２－６

に示す。例えば、表４－２－１に記載している、ウコンの検索（L2 欄参照）を例

に挙げると、ウコン、クルクマ、ターメリック、Crucuma Longaの４つの検索語の

内、いずれかの検索語を含むもののヒット数を表している。 

 

表４－２－１. JDreamⅢを利用した沖縄素材および機能性成分のシソーラス用語で

の検索結果（ウコン、ヒラミレモン、オキナワモズク、クルクミン、フコイダン、アロエベラ） 
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表４－２－２. JDreamⅢを利用した沖縄素材および機能性成分のシソーラス用語で

の検索結果（ニガウリ、ノニ、Hemerocallis fulva、クワンソウ、パパイヤ、グアバ、アセロラ） 

 

 

表４－２－３. JDreamⅢを利用した沖縄素材および機能性成分のシソーラス用語    

       での検索結果（モリンガ属、紅麹、醪酢、クエン酸、クマツヅラ属、GABA） 
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表４－２－４. JDreamⅢを利用した沖縄素材および機能性成分のシソーラス用語

での検索結果（大豆イソフラボン、β-クリプトキサンチン、アスコルビン酸） 

 

 

 

表４－２－５. JDreamⅢを利用した沖縄素材および機能性成分のシソーラス用語

での検索結果（酢酸、β-カロチン、ロバスタチン、ルチン） 
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表４－２－６. JDreamⅢを利用した沖縄素材および機能性成分のシソーラス用語で

の検索結果（クエルセチン、エイコサペンタエン酸） 

 

 

以下、表４－３は検索式を省略した形式で記載したが、検索式の詳細について

は、表４－２－１～６に示す式で検索を行った。ヒット数は、論文や研究の多さの

指標になる。表４－３に示した JDreamⅢによる文献のヒット数の内、素材と成分

について比較してみると、成分についてのヒット数が多いことがわかった。また、

各沖縄素材についてのシステマティックレビュー（系統的レビュー：SR）の有無に

ついて検索を行った結果、沖縄素材と SR との演算で、ウコン、グァバがヒットし

てくることから、これら沖縄素材については、多くのヒト試験が行われている可能

性が示唆された。また、機能性成分についてのシステマティックレビューの有無に

ついて検索を行った結果、クエン酸、GABA、大豆イソフラボン、β―クリプトキサ

ンチン、アスコルビン酸、酢酸、β―カロチン、ロバスタチン、ルチン、クエルセ

チン、エイコサペンタエン酸の成分が SR との演算でヒットしてくることから、こ

れら成分については、多くのヒト試験が行われている可能性が示唆された。 

表４－３を素材と成分別に区分し、ヒット数の多い順に表４－４、表４－５に

示した。 
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表４－３. JDreamⅢを利用した沖縄素材および機能性成分のシソーラス用語での検索結果一覧 
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表４－４. 沖縄素材のシソーラス用語での検索結果一覧 

   

図４－１. 沖縄素材のシソーラス用語検索での文献ヒット数 

 



58 
 

 

 

表４－５. 機能性成分のシソーラス用語での検索結果一覧 

  

図４－２. 機能性成分のシソーラス用語検索での文献ヒット数

 

（ ヒット数が突出している「1 酢酸」及び、機能性表示食品制度の対象外である「4 ア 

スコルビン酸（ビタミン）」を除く。） 
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表４－４に示した通り、JDreamⅢによる沖縄素材の検索結果ではウコン、パパ

イヤ、ニガウリの順に文献のヒット数が高い。 

参考として、表４－４の沖縄素材のうち、平成 28 年 3 月 25 日現在で機能性表

示食品として届出されている製品 284 件に含まれる素材と同じものに星印を記し

た。届出番号 A172 はクルクミンを機能性成分としたクルクミン含有食品で、素材

由来の機能性成分を使用している。届出番号 A260 は清涼飲料水グァバ茶は、素材

由来ではなく難消化性デキストリンを機能性成分として添加している。届出番号

A183、A47 は乳酸菌を機能性成分とした発酵乳ヨーグルトであり、アロエを添加し

ている。届出番号 A233、A234、A235 は酢酸を機能性成分とした清涼飲料水、りん

ご酢であり、アセロラを添加している。 

表４－５に示した通り、JDreamⅢによる機能性成分の検索結果では酢酸、エイ

コサペンタエン酸、クエン酸の順に文献のヒット数が高い。 

参考として、表４－５の機能性成分のうち、機能性表示食品として届出されて

いる製品 284件に含まれる成分と同じものに星印を記した。機能性表示食品に含ま

れる成分は、エイコサペンタエン酸 19件、酢酸 16 件、GABA 14件の順に多い。大

豆イソフラボンは 8件の届出があり、イソフラボンとしては、32件の届出がある。 

 

d. 国立健康栄養研究所の「健康食品」の安全性・有効性情報およびナチュラルメ

ディシンデータベース日本対応版書籍での安全性についての検索結果 

沖縄素材および機能性成分の安全性・有効性についての収集には、国立健康栄

養研究所の「健康食品」の安全性・有効性情報(https://hfnet.nih.go.jp/)および

ナチュラルメディシンデータベース日本対応版（総監修を、日本医師会・日本薬剤

師会・日本歯科医師会）書籍（http://jahfic.or.jp/nmdb）を参照した。これらデ

ータベースに記載のない素材については、論文等で安全性検索を行った。各データ

ベースでの検索例の詳細については、エビデンス構築マニュアルに示す。ナチュラ

ルメディシンデータベースの有効性レベルについて、表４－６に示した。 

沖縄素材や機能性成分について、国立健康栄養研究所の「健康食品」の安全性・

有効性情報およびナチュラルメディシンデータベース日本対応版（総監修：日本医

師会・日本薬剤師会・日本歯科医師会）書籍を参照し、調査を行った結果を表４－

７－１、表４－７－２に記載した。 

ウコン（秋ウコン）、ニガウリ（ゴーヤー）、ノニ（ヤエヤマアオキ）、グァバ、

アセロラ、モリンガ、紅麹、バベンソウ、アロエベラについては、ヒト試験につい

ての記載があった。しかし、シークヮーサー、オキナワモズク、もろみ酢、ボタン

ボウフウ(長命草)については、国立健康栄養研究所データベースおよびナチュラル

メディシンデータベース書籍に記載がなかった。春ウコンに関しては、ウコンでの

https://hfnet.nih.go.jp/
http://jahfic.or.jp/nmdb
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記載はあったが、春ウコンとして明確な機能の区別が記載されていなかった。 

クワンソウに関しては、国立健康栄養研究データベースに記載はあるものの、

ヒト試験の記載はなく、安全性に関しては、「安全性に関して調べた文献中に信頼

できる十分なデータが見当たらない」と記載されている。このデータは、2010 年

11 月 12日に記載されたものであり、それ以降の文献は反映されていない。クワン

ソウに関して、他の文献データベースを使用して、調査した結果、ヒト試験に関し

ては、査読なしの論文（吉原, 2011）2、クワンソウ濃縮エキスを含む、複合成分

での査読ありの論文が報告されている（根岸ら, 2015）3。 

パパイヤに関しては、ナチュラルメディシンデータベースに記載があり、安全

性についての記載はあるが、機能に関しては科学的データ不十分との記載がある。

しかし、パパイヤの成分のパパインに関しては、ナチュラルメディシンデータベー

スで、帯状発疹（ヘルペス）、のどの痛みや腫脹（咽頭炎）に有効性レベル③（効

くと断言できませんが、効能の可能性が科学的に示唆されています）と記載されて

いる。有効性レベル①は、医薬品レベルである。有効性レベル③程度のエビデンス

があれば、機能性表示できる可能性があるとの見解もある。 

 

表４－６. ナチュラルメディシンデータベース 有効性レベル一覧 

ナチュラルメディシンデータベース 

有効性レベル  

①  効きます 

②  おそらく効きます 

③  効くと断言できませんが、効能の可能性が科学的に示唆されています 

④  効かないかもしれません 

⑤  おそらく効きません 

⑥  効きません 

                                                   
2  吉原(2010), 沖縄伝統野菜クワンソウの睡眠改善・抗うつ様効果の証明とその可能性, 

南方資源利用技術研究会誌, 26, 1-10. 
3  根岸(2015), 睡眠障害に対する機能性食品成分の効果の検証, 薬理と治療, 43, 

815-826. 
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表４－７－１. 国立健康栄養研究所の「健康食品」の安全性・有効性情報およびナチュラルメディシンデータベース日本対応版書籍で

の安全性についての検索結果(ウコン、キョウオウ、シークヮーサー、オキナワモズク、ニガウリ、ノニ、クワンソウ、パパイヤ、黒麹酸、ボタンボウフウ) 

 

△：SR が存在するが、

機能性食品表示の届出

資料への活用にあたっ

ては精査が必要。 
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表４－７－２. 国立健康栄養研究所の「健康食品」の安全性・有効性情報およびナチュラルメディシンデータベース日本対応版書籍で

の安全性についての検索結果(グァバ、アセロラ、モリンガ、紅麹、バベンソウ、アロエベラ) 

 

△：SR が存在するが、

機能性食品表示の届出

資料への活用にあたっ

ては精査が必要。 
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機能性成分について、国立健康栄養研究所のデータベースおよびナチュラルメ

ディシンデータベース書籍での調査を行った結果を表４－８－１、表４－８－２、

表４－８－３に記載した。 

大豆たんぱく、大豆イソフラボン、GABA（γ－アミノ酪酸）、β-カロテン、β-

クリプトキサンチンについてはヒト試験に関する記載があった。また、大豆イソフ

ラボン、GABA に関しては、すでに機能性の届出がうされており、機能性表示食品

申請の可能性が示唆された。 

β―クリプトキサンチンについては、両データベースでの個別の記載はなかっ

たが、すでに機能性表示食品の届出が出されており、ヒト試験でのランダム化比較

試験レベルの論文も報告されていることから、機能性表示申請の可能性が示唆され

た。 

β-カロテンはビタミン Aの前駆体であり、ビタミン Aは消費者庁の定める、栄

養機能食品に栄養機能食品の規格基準について下記の記載がある（消費者庁 HP 引

用：http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin89.pdf）。『ビタミン A の前駆体で

あるβ－カロテンについては、ビタミン A 源の栄養機能食品として認めるが、その

場合の上限値は７,２００μｇ、下限値１,６２０μｇとする。また、ビタミン Aの

前駆体であるβ－カロテンについては、ビタミン Aと同様の栄養機能表示を認める。

この場合、「妊娠３ヶ月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないように

注意してください。」旨の注意喚起表示は、不要とする。』と記載されている。また、

機能性表示食品のガイドライ）の中に、栄養素の構成成分については、（消費者庁

HP 引用： http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150330_guideline.pdf）『以下の栄養

素の構成成分については、当該栄養素との作用の違い等に鑑み、対象成分となり得

るものとするという』と記載されており、各種アミノ酸、各種ペプチド、γ―リノ

レン酸、アラキドン酸、α―リノレン酸、EPA (eicosapentaenoic acid)、DHA 

(docosahexaenoic acid)、難消化性デキストリン、グアーガム分解物、プロビタミ

ン A カロテノイド（β-カロテン、α-カロテン、β-クリプトキサンチン等）が挙

げられている。よって、β－カロテンについても、機能性表示申請の可能性が示唆

された。 

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin89.pdf
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150330_guideline.pdf
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表４－８－１. 国立健康栄養研究所の「健康食品」の安全性・有効性情報およびナチュラルメディシンデータベース日本対応版書籍で

の安全性についての検索結果 (大豆たんぱく、大豆イソフラボン) 
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表４－８－２. 国立健康栄養研究所の「健康食品」の安全性・有効性情報およびナチュラルメディシンデータベース日本対応版書籍で

の安全性についての検索結果(GABA、β-カロテン) 
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表４－８－３. 国立健康栄養研究所の「健康食品」の安全性・有効性情報およびナチュラルメディシンデータベース日本対応版書籍で

の安全性についての検索結果(β-クリプトキサンチン) 
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e. 各種データベースを活用した沖縄素材および機能性成分の検索結果 

沖縄素材について、国立健康栄養研究所データベースおよびナチュラルメディシン

データベースの書籍に明確な記載のなかった、キョウオウ（春ウコン）、シークヮー

サー、キナワモズク、もろみ酢、ボタンボウフウ（長命草）のヒト試験に関しては、

上述したデータベース以外の各種データベース（JDreamⅢ、医中誌 Web、Pub Med、

J-Stage、CiNii、J-GLOBAL 等）で文献調査をおこなった。また、食品開発展等で収集

した調査結果も合わせて表４－９－１、表４－９－２に示した。キョウオウ（春ウコ

ン）、シークヮーサー、オキナワモズク、もろみ酢、ボタンボウフウ（長命草）のい

ずれの素材に関しても、ヒト試験が行われていることがわかった。 

 

・ キョウオウ（春ウコン） 

キョウオウ（表４－９－１）に関するヒト試験では、歯周炎または、軽度、中 

等度の歯周炎に罹患している 37名を対象に、ウコン配合歯磨剤での臨床試験を行 

った結果、歯肉炎の改善効果が認められ、安全性に問題はないことが報告されて 

いる。関与成分としては、春ウコンの精油成分に、炎症を抑えるアズレンが微量 

に含有されていることから、炎症の改善に効果があると推察している（鈴木ら,  

2004）。 

 

・ シークヮーサー 

シークヮーサー（表４－９－１）果皮エキスに関するヒト試験では、内臓脂肪 

面積が 100cm2以上の成人男女 32名について、メタボリックシンドロームや動脈 

硬化疾患の予防に有効であるということを学会発表しているが、査読付き論文と 

しての記載はない(河合ら, 2007)。シークヮーサーのヒーリング効果について学 

会発表されている、肥満ボランティアの脂肪量の低下については、農林水産省の 

平成 21年度の新需要創造フロンティア育成事業報告書に記載されている(太田,  

2010)。 

 

・ オキナワモズク 

オキナワモズク（表４－９－１）に関するヒト試験では、モズク由来フコイダ

ン含有茶で、便通の改善として、ランダム化比較試験（RCT）レベルのヒト試験の

査読付き論文が報告されていることから、機能性表示ができる可能性が示唆され

た（阿部ら, 2010）。その他については、病者での試験であり、ピロリ菌感染者を

病者とするかという点も含め、今後さらに検討していく必要があると考えられる。 
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・ もろみ酢 

もろみ酢（表４－９－２）に関するヒト試験では、運動疲労の回復（伊藤ら,2006） 

や血清コレステロール低下作用（伊藤ら,2005）について有効であることが査読付

き論文で報告されている。機能性表示食品の届出には、ヒト試験のエビデンスレ

ベルがランダム化比較試験(RCT)の論文である方がよいとの見解が多いため、もろ

み酢のヒト試験でランダム化比較試験を行えば、これまでの論文のエビデンスを

参考にしつつ、機能性表示ができる可能性がある。また、機能性表示食品の届出

は SR以外に、最終製品を用いたヒト試験結果でよい。もろみ酢では最終製品を用

いたヒト試験の論文があることから、これら論文とSRを組み合わせることにより、

届出できる可能性もある。クエン酸についてのシステマティックレビュー調査結

果は後述する。 

 

・ ボタンボウフウ 

ボタンボウフウ（表４－９－２）に関するヒト試験では、健常者において、下 

肢のむくみの改善に有効であることが、査読付き論文に報告されている。報告に

よると、ボタンボウフウ乾燥葉の機能性成分としては、クロロゲン酸、ネオクロロ

ゲン酸、ルチン、ヘスペリジン、ジオスミン、イソサミジンを含有しており、ルチ

ン、ヘスペリジン、イソサミジンが血流改善作用に関与している可能性を示唆して

いる（則松, 2012）。 

 

検索結果より、ヒト試験に関して、学会報告のみや、査読なし論文の記載も多

く、機能性表示食品の届出に用いるエビデンスとして十分ではない論文もあった。

シークヮーサー、オキナワモズク、もろみ酢に関しては、各種データベースにより、

網羅的に文献調査を行った。その結果については、表４－１２、表４－１３、表４

－１４、表４－１５に後述する。 
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表４－９－１. 各種データベースを活用した沖縄素材および機能性成分の検索結果 

（キョウオウ、シークヮーサー、オキナワモズク） 
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表４－９－２. 各種データベースを活用した沖縄素材および機能性成分の検索結果（もろみ酢、ボタンボウフウ） 
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f. 農林水産物で、今後 SRやヒト試験の結果が期待できる素材や成分 

「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」（平成 27 年 3 月 消費者庁

公表）の制定にあたっての緊急課題として行われた公益財団法人 日本健康・栄養

食品協会の調査に基づき、農林水産物で今後 SR やヒト試験の結果が期待できる素

材や成分について記載した（表４－１０）。GABA、β－クリプトキサンチン、メチ

ル化カテキン、イミダゾールジペプチドに関しては、既に機能性表示食品として届

出が受理されている。また、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構に

おいて、農林水産物や加工品の持つ機能性をヒト介入試験や基盤的な研究によって

科学的に解明することを目的とした研究が進められている。素材として、ダッタン

ソバのルチン、コメのアミロース（難消化性デンプン）、大麦のβ―グルカン、ア

スタキサンチン、β―コングリニシン、ケルセチン、カロテノイド、β―クリプト

キサンチン、緑茶（べにふうき）のカテキン、高分子プロシアニジン（高分子ポリ

フェノール）、乳酸菌、トマトのセロトニン、ゴーヤがあげられている。 

ゴーヤについては、サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社が、

ヒト臨床試験の UMIN 登録を行っている。ゴーヤ含有飲料の長期摂取による血糖値

上昇抑制効果確認試験のランダム化比較試験が実施されており、対象者も空腹時血

糖値が正常高値者および境界領域となっているので、機能性表示食品の届出に SR

文献として使用できる可能性がある。しかし、企業の研究論文の使用にあたっては、

特許の状況についても慎重に調査する必要がある。 
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表４－１０. 農林水産物で今後、SR ヒト試験の結果が期待できる研究状況 
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a. まとめ 

図４－３に文献調査の結果をまとめ、沖縄素材および機能性成分についてのヒト

試験での評価について図示した。一番上の段には SR があるものを記載した。これ

らはヒト試験での評価がある。GABA、大豆イソフラボン、β―クリプトキサンチン、

エイコサペンタエン酸は、既に機能性表示食品として届出が受理されている製品が

ある。クエルセチンは糖と結合したケルセチン配糖体（イソクエルシトリンとして）

で、特定保健用食品（トクホ）成分データベースに記載されている。ロバスタチン

は、スタチン系の化合物が医薬品として使用されている。 

機能性表示食品の届出にあたり素材に関するヒト試験論文を使用するには、機能

性成分や作用機序等を明確に記載しなくてはならないので、ヒト試験の本文中に成

分の分析や考察等の記載があるかについて詳細に検討を行う必要がある。 

二番目の段のにはヒトを対象とした RCT論文が 1報以上報告されているものを記

載した。RCT論文が 1報あり、かつ機能性について有効性が証明されているもので

あれば SR で届出ができるが、1 報のみではエビデンスが弱い場合もあり複数の論

文がある方が望ましい。 

三番目の段はヒトに対する臨床試験があるものを記載した。グァバ葉ポリフェノ

ールに関しては、特定保健用食品（トクホ）成分データベースに記載されている。 

今回、各種データベースを活用して、沖縄素材や成分についてヒト臨床試験が行

われている素材や成分を多く見出すことができた。 

これまでの結果から、機能性表示食品の届出に必要となるシステマティックレビ

ューができそうな機能性成分候補を抽出した。これら成分に関して、論文調査結果

を基に訴求できる効能を考察しながら、医中誌 Web により、さらなる文献検索を行

った。 
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図４－３. 沖縄県産素材および機能性成分のヒトでの評価 

 

 

 

○素材または成分名の後ろ

のカッコ書について、(H):国

立健康栄養研究所データベ

ース、(N):ナチュラルメディ

シンデータベースの記載デ

ータをもとにしたことを表

している。記載がないもの

は、論文報告を確認してい

る。 

○ 病者軽～と記載している

のは、軽度の病者を含む病者

を対象とした臨床試験のみ

報告されているものである。 
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② 沖縄素材に含まれる機能性成分のシステマティックレビューについての検討 

a. 機能性表示食品制度について 

平成 27 年 4 月に、新しく「機能性表示食品」制度が施行された。機能性を表示す

ることができる食品は、これまで国が個別に許可した特定保健用食品（トクホ）と国

の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていたが、機能性を分かりやすく表示し

た商品の選択肢を増やし、消費者が商品の正しい情報を得て選択できるよう制定され

た。 

機能性表示食品の安全性や機能性については、 

1. 安全性の評価 

今まで広く食べられていたのかどうかの食経験 

安全性に関する既存情報の調査 

動物や人を用いての安全性試験の実施 

２．機能性の評価 

  最終製品を用いた臨床試験 

  最終製品又は機能性関与成分に関する文献調査（研究レビュー） 

消費者庁 HP参照 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/ 

機能性表示食品の届出申請書類一覧を以下に示す（消費者庁 HP より）。  

 

---機能性表示食品制度届出に係る資料一覧------------------------------------ 

別添１ 【食品関連事業者の基本情報の届出時にダウンロードする用紙】届出者の

基本情報に関する届出 

別紙様式１【届出データベース入力画面】機能性表示食品 届出食品基本情報 

別紙様式２【添付ファイル用】機能性表示食品の届出資料作成に当たってのチェッ

クリスト 

（Ⅰ）一般消費者向け情報 

別紙様式（Ⅰ）【届出データベース入力画面】機能性表示食品 届出食品情報 様式

Ⅰ 

（Ⅱ）安全性に係る事項 

別紙様式（Ⅱ）【届出データベース入力画面】機能性表示食品 届出食品情報 様式

Ⅱ 

別紙様式（Ⅱ）-１【添付ファイル用】安全性評価シート 

（Ⅲ）生産・製造及び品質管理に係る事項 

別紙様式（Ⅲ）【届出データベース入力画面】機能性表示食品 届出食品情報 様式 
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Ⅲ 

別紙様式（Ⅲ）-１【添付ファイル用】製造及び品質の管理に関する情報（サプリ

メント形状の加工食品、その他加工食品） 

別紙様式（Ⅲ）-２【添付ファイル用】生産・採取・漁獲等及び品質の管理に関する

情報（生鮮食品） 

別紙様式（Ⅲ）-３【添付ファイル用】原材料及び分析に関する情報 

（Ⅳ）健康被害の情報収集に係る事項 

別紙様式（Ⅳ）【届出データベース入力画面】機能性表示食品 届出食品情報 様式

Ⅳ 

（Ⅴ）機能性に係る事項 

別紙様式（Ⅴ）【届出データベース入力画面】機能性表示食品 届出食品情報 様式

Ⅴ 

別紙様式（Ⅴ）-１【添付ファイル用】機能性の科学的根拠に関する点検表 

別紙様式（Ⅴ）-２【添付ファイル用】特定保健用食品とは異なる臨床試験方法とし

た合理的理由に関する説明資料 

別紙様式（Ⅴ）-３【添付ファイル用】表示しようとする機能性の科学的根拠に関す

る補足説明資料 

別紙様式（Ⅴ）-４【添付ファイル用】表示しようとする機能性に関する説明資料（研

究レビュー） 

別紙様式（Ⅴ）-５【様式例 添付ファイル用】データベース検索結果 

別紙様式（Ⅴ）-６【様式例 添付ファイル用】文献検索フローチャート 

別紙様式（Ⅴ）-７【様式例 添付ファイル用】採用文献リスト 

別紙様式（Ⅴ）-８【様式例 添付ファイル用】除外文献リスト 

別紙様式（Ⅴ）-９【様式例 添付ファイル用】未報告研究リスト 

別紙様式（Ⅴ）-10【様式例 添付ファイル用】参考文献リスト 

別紙様式（Ⅴ）-11【様式例 添付ファイル用】各論文の質評価シート（臨床試験） 

別紙様式（Ⅴ）-12【様式例 添付ファイル用】各論文の質評価シート（観察研究） 

別紙様式（Ⅴ）-13【様式例 添付ファイル用】エビデンス総体の質評価シート 

別紙様式（Ⅴ）-14【様式例 添付ファイル用】サマリーシート（定性的研究レビュ

ー） 

別紙様式（Ⅴ）-15【様式例 添付ファイル用】サマリーシート（メタアナリシス） 

別紙様式（Ⅴ）-16【様式例 添付ファイル用】研究レビューの結果と表示しようとす

る機能性の関連性に関する評価シート 

（Ⅵ）表示及び情報開示の在り方に係る事項 

別紙様式（Ⅵ）【届出データベース入力画面】機能性表示食品 届出食品情報 様式
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Ⅵ 

（Ⅶ）届出の在り方に係る事項  

別紙様式（Ⅶ）【届出データベース入力画面】機能性表示食品 届出食品情報 様式

Ⅶ 

別紙様式（Ⅶ）-１【添付ファイル用】作用機序に関する説明資料 

---------------------------------------------------------------------------

- 

b.システマティックレビューについて 

システマティックレビュー(SR)実施に際し、国内外の文献を網羅的に調査する

必要があるが、日本人への外挿性を考慮し日本国内の文献を多数取り扱うデータベ

ースも活用する必要がある。具体的に使用する文献データベースには、Pub Med（米

国国立医学図書館の国立生物科学情報センターが作成している生物医学文献デー

タベース）、Cochrane Library、JDreamⅢ、医中誌 Web等の有料データベースを使

用した。また、J-Stage、CiNii、「健康食品」の素材情報データベース（国立健康・

栄養研究所）等も参考にした。科学的根拠情報の検索や検索結果の処理手順につい

ては、機能性表示食品の届出ガイドラインの処理手順に基づき各成分の安全性の検

証状況に関する情報やヒト介入試験の有害事象情報も含めて収集を行った。SR の

１次検索および２次検索でヒットしてきた文献については、インターネットおよび

有料文献複写サービスを活用して収集し、詳細な検討を行った。 

これまでの文献データベース調査から、ヒト試験のエビデンスが有りそうな、

県内素材 10 素材程度を選抜し、日本人への外挿性を考慮し、医中誌 Web を利用し

て、効能と RCT でのヒト試験の数を調査した。調査結果を表４－１１に示す。その

中で、有望素材を 4素材程度選抜し、2素材、β－クリプトキサンチン、ノビレチ

ンについては、システマティックレビューの 1次検索を、2素材、クルクミン、ク

エン酸に関しては、システマティックレビューを行った。 

 

c. 医中誌 Web を用いた機能性成分でのヒトでの機能評価についての検索結果 

医中誌 Web（有料データベース）を用いてヒトでの機能評価についての検索を行

った。検索方法については、別添のエビデンス構築マニュアルに記載する。 

機能性成分について、以下のβ－クリプトキサンチン、γ-アミノ酪酸、ノビレ

チン、クルクミン、フコイダン、大豆イソフラボン、β-カロテン、ロバスタチン、

ケルセチン、グァバ葉ポリフェノール、クエン酸についての検索を行い、検索結果

を表４－１１に示した。以下、各機能性成分について記述する。 
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・ β－クリプトキサンチン 

β－クリプトキサンチンについては、完熟シークヮーサーや、完熟パパイヤ、た

んかん等の柑橘系果物に含まれる成分である。β－クリプトキサンチンに関しては、

骨密度、骨に関して、RCT での論文があり、SRの可能性が示唆された。 

・ γ－アミノ酪酸（GABA） 

γ－アミノ酪酸（GABA）に関しては、ノニやもろみ酢やお茶の成分で、ストレ

スに関して RCTでの論文があり、SR での可能性が示唆された。 

・ ノビレチン 

ノビレチンは、シークヮーサーの成分であり、認知症に関しての SRでの可能性

が示唆された。 

・ クルクミン 

クルクミンは、ウコンの成分であり、アルコール代謝に関しての SRでの可能性

が示唆された。 

・ フコイダン 

フコイダンは、沖縄モズクの成分であり、胃に関しての SRでの可能性が示唆さ

れた。前述した便通改善に関しても、SRでの可能性が示唆された。 

・ 大豆イソフラボン 

大豆イソフラボンは、大豆や島豆腐に含まれる成分であり、骨に関しての SR で

の可能性が示唆された。 

・ ロバスタチン 

ロバスタチンは、ベニコウジの成分であり、コレステロールに関しての SR での

可能性が示唆されたが、スタチン系の化合物が医薬品として使用されていることか

ら、今後、詳細に検討していく必要がある。 

・ ケルセチン 

ケルセチンは、発酵グァバの成分であり、体脂肪に関しての SR での可能性が示

唆された。 

・ クエン酸 

クエン酸は、もろみ酢の成分であり、疲労に関しての SR での可能性が示唆され

た。 

クルクミン、クエン酸に関しては、システマティックレビューを行った(表４－

１１)。
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表４－１１. 機能性成分でのヒト機能性評価 

 

機能性成分 機能 医中誌WEB 文献数（原著論文） 含まれる県産素材 備考

A：骨密度 　３件（２件）ランダム化比較試験/TH 農水ヒト試験

　　骨　　　　　　 　５件（２件）ランダム化比較試験/TH

（Yamaguchi,　2006 1.5mg/3mg/6mg/day ジュース)

（土田, 2006 300µｇ/cap 1日　４カプセル　１２週間）

B：肝機能　 　０件 ランダム化比較試験/TH 農水ヒト試験

  ０件 臨床試験/TH or 臨床試験/AL) 抗疲労

　  肝臓   ０件 ランダム化比較試験/TH 

  ２件 （２件）臨床試験/TH or 臨床試験/AL)

C：動脈硬化 　０件 ランダム化比較試験/TH 農水ヒト試験

　１件（２件）臨床試験/TH or 臨床試験/AL)

γ-アミノ酪酸（GABA)
("Gamma-Aminobutyric Acid"/TH or γ-

アミノ酪酸/AL) 8,049件
ストレス 　8件（5件）ランダム化比較試験/TH ノニ、もろみ酢、お茶

ノビレチン
 (Nobiletin/TH or ノビレチン/AL)

274件
認知症 　1件（１件）ランダム化比較試験/TH シークヮーサー

(Seki, 2015 N陳皮30g を500 mLの水で煎じて300mL

の煎じ薬　１日３回　１年間)

クルクミン
 (Curcumin/TH or クルクミン/AL)

900件
アルコール代謝 　3件（2件）ランダム化比較試験/TH ウコン SR実施

フコイダン
 (Fucoidin/TH or フコイダン/AL)

338件
胃 　4件（5件）ランダム化比較試験/TH （オキナワモズク由来） オキナワモズク

大豆イソフラボン (大豆イソフラボン/AL)　382件 骨 16件（４件）ランダム化比較試験/TH 大豆、豆腐

(Shizukuishi, 2011 SRあり)

β-カロテン
("Beta Carotene"/TH or β-カロテン/AL)

821件
関節  ０件ランダム化比較試験/TH ニンジン

　
 (Lovastatin/TH or ロバスタチン/AL)

1,868件
コレステロール  62件（31件）ランダム化比較試験/TH ベニコウジ

ケルセチン
 (Quercetin/TH or ケルセチン/AL)

903件
体脂肪  ３件（３件）ランダム化比較試験/TH 発酵グァバ

(Egawa, 2012ケルセチン配糖体（イソクエルシトリンとして）

110mg/500mL 緑茶 12週間)

Yoshimura, 2012 ケルセチン配糖体（イソクエルシトリンとして）

110mg/500mL 緑茶) 12週間)

(Yoshimura, 2008 エンジュポリフェノール　275mg/350mL 7日間）

グァバ葉ポリフェノール  (グァバ葉ポリフェノール/AL) １件 グァバ

疲労回復   1件（1件）ランダム化比較試験/TH

疲労 10件（9件）ランダム化比較試験/TH SR実施

β-クリプトキサンチン

クエン酸

(Cryptoxanthins/TH or クリプトキサンチン

/AL) 253件

 ("Citric Acid"/TH or クエン酸/AL)

 4932件

完熟シークヮーサー

完熟パパイヤ

たんかん

もろみ酢

2015.8.31. 現在 ：文献数は、肯定的、否定的なものの判断なしでの記載。 
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d.機能性成分のシステマティックレビュー（１次検索） 

PubMed による文献検索方法については、別添のエビデンス構築マニュアルに記載

する。 

β－クリプトキサンチンについて、システマティックレビューの 1 次検索を行った。 

その結果を図４－４に示し、図４－５に文献①、②にを示した。 
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図４－４. β-クリプトキサンチンによる骨の維持についての SRのための１次検索 
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図４－５. β-クリプトキサンチンによる骨の維持についての SRのための１次検索 

（文献①、②） 

 

 

 

図４－６． ノビレチンによる認知機能の改善についての SRのための１次検索 
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③ 沖縄素材の機能性成分についてのシステマティックレビュー 

（クルクミン、クエン酸） 

 

a.システマティックレビューのフロー図 

クルクミン、クエン酸について、システマティックレビューを行った。図４－７

に一連の流れを示した（機能性表示食品の届出書の（Ⅴ）-4 から（Ⅴ）-16まで）。 

はじめに、準備として、論文検索環境の整備を行った。有料データベースとして

は、J-DreamⅢ、医中誌 Web との契約をおこなった。文献複写については、JST 文

献複写サービス、Right Find、メディカルオンラインとの契約をおこなった。 

レビューアーは、博士（薬学、理学）の 2 名でおこなった。SR については、横

浜薬科大学客員講師の竹田竜嗣先生にご指導頂いた。前述した、沖縄素材および成

分の予備調査において、ヒト臨床試験、ランダム化比較試験のエビデンスがある素

材を選抜した。 

第１段階として、調査結果を元に、成分と機能を設定した。ウコンについては、

アルコール代謝の促進について、もろみ酢に関しては、クエン酸の疲労回復につい

て条件設定をおこなった。J-DreamⅢ、医中誌 Web、PubMed でそれぞれの検索式を

立てて、一次検索をおこなった。得られた文献の抄録を確認し、今回の設定条件に

合う文献の抽出を行った。 

第 2段階として、1次検索で抽出した文献について、二次検索を行い、本文を読

んで絞り込み、評価のまとめ作業を行った。 
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図４－７. システマティックレビューのフロー図 

 

第３段階として、論文の質の評価を行い、最終結論の取りまとめを行った。 

 得られた結果については、機能性表示食品の届出書類として作成し、（Ⅴ）-5〜

16 のシステマティックレビューとしてまとめた。クエン酸については、（Ⅴ）-4の

研究レビューについて作成した。（Ⅴ）-2 の安全性評価、（Ⅷ）－3の作用機序に関

する説明資料についても勉強会で検討を行った。 

 

b. システマティックレビューの検討結果 

もろみ酢のクエン酸、ウコンのクルクミンについては、作用機序から、ヘルス

ベネフィット（アウトカム）を選抜し、機能性表示について、検討を行った。その

結果を図４－８、４－９に示した。 

 

・ ウコン 

ウコンについては、機能性関与成分を「クルクミン」とし、「アルコール代謝」

に関する SR を行った（図４－１０～４－１３）。最終論文として、RCT の論文１

報のみであり、エビデンスとしては若干弱かった。健康食品としてアルコール代
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謝促進という機能を訴求することは、飲酒を助長しかねないとの観点から機能性

表示のハードルは高いとの見解がある。一方「アルコール代謝機能を良好に維持

する」といった表現は可能であるという見方もある。ガイドラインには、可能な

機能性表示の範囲として次の 3点をあげている。 

① 容易に測定可能な体調の指標の維持に適する又は改善に役立つ旨 

② 身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適する又は改善に役立つ旨 

③ 身体の状態を本人が自覚でき、一時的な体調の変化（継続的、慢性的でない 

もの）の改善に役立つ旨。 

“薬事法ドットコム”4の見解では、上記ガイドラインの②に即して、機能性表示

が可能であるとの見方を示している。ウコンに関しては、クルクミンが健康な肝

臓の機能の維持するとの訴求で機能性表示食品の届出が受理されている。最終製

品を用いた臨床試験を実施している。 

市場展開を考慮に入れ、ヘルスベネフィット（訴求効能）として、肝機能の保

護を検討してみた。健康食品・サプリメント市場の実態把握レポート5で、肝機能

の保護は、2015 年度ヘルスベネフィット別市場規模でも、314 億円であり、潜在

市場規模は、718 億円であった。利用者としては、40 代男性が多く、上位原料と

しては、ウコンが 1 位で全体の 38%を示していた。2 位は、オルニチンの 28%、3

位は DHA・EPAの 3.4%であった。 

 

・ もろみ酢 

もろみ酢に関しては、もろみ酢の機能性成分である「クエン酸」の文献を収集

し、その「疲労回復効果」に関するレビューを行った（図４－１４～４－１６）。

最終論文として、3 報の論文が残り、統計解析の結果から、肯定論文２報と、エ

ビデンスの少し弱い肯定論文１報があった。機能性表示食品の届出書類について

は、SR（Ⅴ－5～16）および安全性(Ⅴ－2)、作用機序(Ⅷ-3)等を作成した。続い

て、SRに用いた論文の他、参考文献としてもろみ酢に関する論文を追加し、シス

テマティックレビューのまとめの申請様式（Ⅴ）－４の部分で考察を行った。 

市場展開を考慮に入れ、ヘルスベネフィットとして、疲労回復を検討してみた。

健康食品・サプリメント市場の実態把握レポート6で、疲労回復は、2015 年度ヘル

スベネフィット別市場規模でも、1,063 億円と 3位であり、潜在市場規模は、1,732

億円と 4 位であり、健康食品・サプリメント市場における市場規模は大きいこと

                                                   
4  薬事法ドッドコム（http://www.yakujihou.com/kinou-lpqa/） 
5 株式会社インテージ, 健康食品・サプリメント市場の実態把握レポート 2015年度

版, 2015年 11月 
6 4に同じ 

http://www.yakujihou.com/kinou-lpqa/
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がわかった。実際の利用者としては、40代男性が多い。 

 

・ シークヮーサー（ノビレチン） 

シークヮーサー（ノビレチン）については、脳機能効果が訴求できる可能性が

示唆された。既に、記憶の精度を高めるイチョウ葉フラボノイド配糖体等で脳機

能関連についての訴求で機能性表示食品の届出が受理されており、これは、これ

まで特定保健用食品（トクホ）でも認められていなかった、新たな訴求効果であ

る。ノビレチンの認知機能の改善については、これまでに報告があるが、RCT 論

文は、病者を対象としたものである。機能性表示食品制度において、今後、SRに

軽度患者を対象とした試験の論文が使用できるようになる可能性もある。 

市場展開を考慮に入れ、ヘルスベネフィットとして、認知症予防を検討してみ

た。健康食品・サプリメント市場の実態把握レポート7で、認知症予防は、2015

年度ヘルスベネフィット別市場規模でも 131 億円であり、潜在市場規模は 912 億

円で、その差が７倍近く、伸びが期待される。類似のヘルスベネフィットとして、

脳機能の改善（認知症予防を除く）を検討してみた。健康食品・サプリメント市

場の実態把握レポート8で、脳機能の改善は、2015年度ヘルスベネフィット別市場

規模でも 57億円であり、潜在市場規模は 289億円で、その差が 5 倍近く、伸びが

期待される。 

 

・ もずく（フコイダン） 

もずく（フコイダン）については、ヒトの便通改善で SR が実施できる可能性が

ある。ヘリコバクターピロリに関しても、機能性表示食品制度の届出に軽度患者

を対象とした試験の論文が使えるようになれば SRが実施できる可能性がある。 

市場展開を考慮に入れ、ヘルスベネフィットとして、下痢の予防・改善を検討

してみた。健康食品・サプリメント市場の実態把握レポート9で、下痢の予防・改

善は、2015 年度ヘルスベネフィット別市場規模で 68 億円であり、潜在市場規模

は 213億円である。30代、50代の男性利用者が多い。ヘルスベネフィットとして、

整腸・便秘の改善を検討してみた。健康食品・サプリメント市場の実態把握レポ

ート10で、整腸・便秘の改善は、2015 年度ヘルスベネフィット別市場規模で 759

億円であり、潜在市場規模は 1,076 億円である。60代の女性利用者が多い。 

ウコン、シークヮーサー、オキナワモズク、もろみ酢に関しては、各種データ

                                                   
7 4に同じ 
8 4に同じ 
9 4に同じ 
10 4に同じ 
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ベースによる、網羅的な文献調査を行った。査読ありの論文、エビデンスについ

てまとめ、その結果は、表４－１２、表４－１３、表４－１４、表４－１５に示

した。 

 

図４－８. SR の条件設定例：機能性表示への落とし込み（もろみ酢、ウコン） 

 

 

 

図４－９． クエン酸を機能性関与成分とする機能性表示の一例 
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c.沖縄素材（ウコン,もろみ酢,シークヮーサー,モズク）の機能性成分についてのまとめ  

表４－１２. 沖縄素材（ウコン）の機能性成分についてのまとめ 
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表４－１３. 沖縄素材（もろみ酢）の機能性成分についてのまとめ 
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表４－１４. 沖縄素材（シークヮーサー）の機能性成分についてのまとめ 
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表４－１５. 沖縄素材（モズク）の機能性成分についてのまとめ 
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イ．新制度導入後の市場動向調査 

①機能性表示食品商品動向および企業動向 

平成 27 年 4 月から始まった機能性表示食品制度への届出受理商品の公開情報をも

とに、企業動向、商品動向、表示される機能性の傾向などを集計・分析した。 

 

a.届出受理件数の推移と食品区分について 

 

   図４－３１．機能性表示食品届出受理件数の推移      図４－３２．機能性表示食品の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

平成27年4月から平成28年2月末までの11か月間の届出受理数を整理した。4月の

26件から徐々に受理数は増え続け、2月末の時点で240件(84社)であった(図４－３

１)。食品の区分はサプリメントが121件(51%)、その他加工食品が116件(48%)、生

鮮食品が3件(1%)であった(図４－３２)。その他加工食品には清涼飲料水、発酵食

品、菓子類などの一般食品が届け出られている。また、数は少ないが、生鮮食品

にはみかんやもやしなどの農産物の届出が受理されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 
26 15 11 

31 39 
21 

0 5 

37 29 

26 

52 
67 

78 

109 

148 
169 169 

174 

211 

240 受理件数／月 

累積 

サプリメ

ント 

121件、

51% 
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生鮮食品 

3件、1% 

出典：消費者庁「機能性表示食品届出情報」をもとに作成 
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b.届出者の状況について 

 

図４－３３．機能性表示食品受理件数上位10社と届出件数 

 

出典：消費者庁「機能性表示食品届出情報」をもとに作成 

 

届出が受理された企業84社のうち、上位10社を図表3に示した。株式会社東洋新

薬が22件で最も多く、次いで江崎グリコ株式会社が14件、株式会社Mizkanが14件、

アサヒフードアンドヘルスケア株式会社及びマルハニチロ株式会社が11件、森下

仁丹株式会社が9件、キリンビバレッジ株式会社が8件、大塚製薬株式会社及び株

式会社伊藤園が7件、株式会社ファインが6件という順であった。上位10社の受理

商品は合計109件で、受理商品240件の45%を占めている。 

 

 

c.安全性の評価方法について 

 

図４－３４．安全性の評価方法 

 

出典：消費者庁「機能性表示食品届出情報」をもとに作成 
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安全性の評価方法は「食経験の評価のみ」が最も多く、106件(44%)であった。

次いで「安全性に関する既存情報の調査のみ」及び、「食経験の評価及び安全性に

関する既存情報の調査」がそれぞれ46件(19%)であった。また、「安全性試験の実

施のみ」が33件(14%)であった。 

 

d.機能性の評価方法について 

図４－３５．機能性の評価方法 

 

出典：消費者庁「機能性表示食品届出情報」をもとに作成 

 

機能性の評価方法は「機能性関与成分のSRのみ」が209件(87%)で最も多く、「ヒ

ト臨床試験」が30件(13%)、「ヒト臨床研究及び機能性関与成分に関するSR」が1

件となっている(図４－３５)。食経験によって安全性を担保し、且つSRによって

有効性を証明することができる素材を使用した商品の受理が多い結果となってい

る。 

 

e.訴求する機能性について 

 

図４－３６. 機能性表示食品が訴求する機能性（複数選択含む） 

 

出典：消費者庁「機能性表示食品届出情報」をもとに作成 

受理商品が訴求する機能性について整理した。「体脂肪・内臓脂肪を減らす」が
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最も多く、49件(19%）、次いで「中性脂肪の上昇抑制」が37件（14%）、「お腹の調

子改善・腸内環境改善」が35件(13%）、「アイケア」が26件(10%）、「血糖値の上昇

抑制」が23件(9%）の順である。受理商品の中には2種類以上の機能性を訴求する

商品も複数見受けられた。 

 

f.機能性関与成分について 

図４－３７. 機能性表示食品に使用されている機能性関与成分上位

 

 

出典：消費者庁「機能性表示食品届出情報」をもとに作成 

  

機能性表示食品に使用されている機能性関与成分について整理した。240件の商

品の機能性関与成分は64種類で、一つの商品に複数の成分が含まれている商品も

あった。最も多く使用されている難消化性デキストリンが44件で、次いでビフィ

ズス菌が23件、葛の花由来イソフラボンが20件、DHAが19件、ルテインが15件、酢

酸が14件、EPAが13件の順となっている。上位10成分が179商品に含まれており、

全体の62%を占めている。12社、30商品に使用されている難消化性デキストリンの

ような成分がある一方で、14商品の全てが㈱Mizkanによって届け出、受理されて

いる酢酸のような成分もある。 

機能性関与成分上位10成分について訴求する機能性とキーワードを整理した

（表４－２２）。一つの機能性を持つ成分と、複数の機能性を持つ成分がある。 
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表４－２２．機能性表示食品に使用されている機能性関与成分上位10成分の訴求分野とキーワード 

機能性関与成分 訴求分野 キーワード 

難消化性デキストリン 

中性脂肪 
・脂肪の吸収を抑えて排出を増加させる 

・食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする 

お腹の調子改善・腸内環境改善 
・おなかの調子を整える 

・便秘気味な方の便通を改善する 

血糖値 
・糖の吸収をおだやかにする 

・食後の血糖値の上昇をおだやかにする 

ビフィズス菌 お腹の調子改善・腸内環境改善 
・腸内フローラを良好にする 

・便通を改善する 

葛の花由来イソフラボン 体脂肪・内臓脂肪 
・肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と

皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける 

DHA 中性脂肪 
・血中中性脂肪の上昇を抑える 

・中性脂肪を低下させる 

ルテイン アイケア 

・目の黄斑部の色素量を維持する 

・網膜の黄斑色素密度を増やし、目の黄斑部の健康

を維持する 

・ブルーライトなど光の刺激からの保護や、コント

ラスト感度の改善に よって、目の調子を整える 

酢酸 体脂肪・内臓脂肪 ・内臓脂肪を減少させる 

EPA 中性脂肪 
・血中中性脂肪の上昇を抑える 

・中性脂肪を低下させる 

ヒアルロン酸Ｎａ 肌の水分保持 ・肌の水分保持に役立ち、乾燥を緩和する 

L－テアニン 

疲労軽減 
・健やかな眠り（朝目覚めたときの疲労感と眠気を

軽減すること）をサポート 

睡眠の質の向上 
・健やかな眠り（朝目覚めたときの疲労感と眠気を

軽減すること）をサポート 

ストレス・緊張低減 ・作業などに由来する緊張感を軽減する 

GABA 

血圧 ・血圧が高めな方に適した機能 

ストレス・緊張低減 
・事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和

する 

出典：消費者庁「機能性表示食品届出情報」をもとに作成 
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考察 

機能性表示食品制度がスタートした平成27年度4月から平成28年2月までに240

件の機能性表示食品の届出が受理され、6月以降、機能性表示食品が市場に続々と

現れた。受理商品を形態別に見るとサプリメントタイプが半数以上を占めている

が、清涼飲料水や発酵食品、菓子類のような一般食品形態の商品も全体の半数近

くに迫っている。受理商品の多くは食経験を安全性の根拠とし、有効性の根拠をS

Rによって示すことができる素材を用いている。これは機能性表示食品制度への届

出のために安全性試験とヒト臨床試験を実施しようとすると、数百万から数千万

円、素材や訴求しようとする有効性によってはそれ以上の開発費が必要となるこ

とが理由の一つと考えられる。また、機能性表示食品として届出が受理された商

品の半数が十数社の企業によるものであり、半数以上の商品が上位10種類の機能

性関与成分いずれかを使用しているという状況である。 

今回の制度を利用し機能性を表示したことによって売り上げが数倍伸びたとい

う報告がなされる一方で、消費者にあまり知られていない素材(成分)を用いた商

品は販売に苦戦していることが食品メーカーや市場関係者へのヒアリング等で明

らかとなった。特定保健用食品と同じく、商品が有する機能性を表示しただけで

は消費者の購買につながるとは言い難く、消費者への適切な情報発信を行うなど、

機能性表示した後のマーケティング活動も重要である。 
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②県内消費者意識調査 

沖縄県内の消費者を対象に、本年度より施行された機能性表示食品制度の実施

内容の認知や、健康食品の利用状況、沖縄の健康食品に対する意識等の把握に向

けアンケート調査を行った。 

 

表４－２３．アンケート調査の基本設計および結果 

調 査 方 法 第39回沖縄の産業まつりの来場者にアンケート調査を実施 

対 照 来場者 400人 

実 施 期 間 平成27年10月23日(金)～25日(日) 

アンケート項目 

1．機能性表示食品制度の認知状況について 

2．健康食品利用の有無について 

3．利用している健康食品について 

4．県外の方に勧める沖縄の健康食品について 

5．沖縄の健康食品に対するイメージについて 

6．回答者の属性について 

回 収 結 果 回答数；400人（男性118人、女性275人、性別未選択7人） 

 

a.アンケート回答者について 

 

図４－３８．回答者の年齢層 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄の産業まつり会場にてアンケートを実施し、400名から回答を得た。400名の

うち、男性が118名（29%）、女性が275名（69%）、未選択7名であった。男女ともに、

60代が最も多く、以下、40代、50代、30代、70代、20代、10代の順となっている。 
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b.機能性表示食品制度の認知状況 

 

 

図４－３９．機能性表示食品制度の認知状況 

 

 

アンケート回答者のうち、機能性表示食品制度を知らないと回答した方が、18

1名（45%）、聞いたことはあるが詳しくは知らないと回答した方が149名（37%）、

以前から知っていたと回答した方が60名（15%）であった。 

 

c.主に利用している健康食品について 

 

図４－４０.主に利用している健康食品上位10素材 

 

主に利用している健康食品は、ウコン、ビタミン類、シークヮーサーという回

答が比較的多く、次いで、お茶、黒酢、グルコサミン、グァバ、もろみ酢、ゴー

ヤー、ブルーベリーがほぼ同程度の利用者数であった。 
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d.県外の方に勧めたい沖縄の健康食品について 

 

図４－４１.県外の方に勧めたい沖縄の健康食品上位10素材 

 

県外の方に勧めたい沖縄の健康食品で最も多くの回答を得たのが、前述の「主

に利用している健康食品」と同じくウコンであった。次いでシークヮーサー、ゴ

ーヤーという回答が多く、パパイヤ、もろみ酢、グァバ、フーチバー、モズクの

順となった。沖縄の健康食品の中でも、知名度が高い素材や、効果・効能や機能

性成分などが広く知られている素材が上位に挙がっている。 

 

e.県外の方に勧める理由について 

 

図４－４２．各素材を勧める理由 
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母乳に良い 

沖縄のもの 

昔から食べている 

% 

パパイヤ 
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県外の方に勧めたい沖縄の健康食品上位５素材について、それらを勧める理由

は、共通して「体に良い」、「元気になる・健康増進・疲労回復」との回答が多か

った。また、ウコンの「二日酔い防止」、パパイヤの「母乳に良い」、もろみ酢の

「疲労回復」、「肩こりに効く」といった回答から、民間伝承的に知られている素

材ごとの効果・効能を理由とする傾向が見受けられた。ウコン、シークヮーサー、

もろみ酢では、「おいしい、飲みやすい」との回答も多く、健康食品として利用す

る、あるいは利用を進めるポイントとして、「味」も重要な要素ということが明ら

かとなった。 

 

f.沖縄の健康食品素材に対する良いイメージについて 

 

図４－４３．沖縄の健康食品素材に対する良いイメージ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 沖縄の健康食品素材に対する良いイメージについての回答では、「体に良さそう」

が突出している。次いで、「長寿」、「安心感・信頼感」、「自然（天然）のもの」、

「沖縄らしさ」と続いている。 

 

 

 

50 

17 

17 

8 

8 

体に良い、疲労回復 

おいしい、飲みやすい 

知名度が高い 

免疫力がつきそう 

肩こりに効く 

% 

もろみ酢 

67 

30 

24 

23 

19 

14 

10 

9 

8 

7 

体に良さそう 

長寿 

安心感・信頼感 

自然（天然）のもの 

沖縄らしさ 

血液きれい、抗酸化 

ミネラル、栄養豊富 

薬草 

オンリーワン、特製、珍しい 

県産品 
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g.沖縄の健康食品素材に対する悪いイメージについて 

 

図４－４４．沖縄の健康食品素材に対する悪いイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、沖縄の健康食品素材に対する悪いイメージは、「値段が高い、値段が不安

定」という回答が最も多かった。次いで、「おいしくない、飲みにくい」、「知られ

ていない、ＰＲ不足」、「中身が分からない、効能が不明、うさんくさい」といっ

た回答が得られた。 

 

 

考察 

沖縄の産業まつり来場者が県外の方にお勧めする素材としては、ウコンが最も

多くの回答を得た。これは、沖縄における民間伝承や、大手企業によるウコン商

品の宣伝・広告等の効果により、ウコンに期待される効果効能が、県内外問わず、

既に広く認知されていることや、回答者自身がウコン商品を利用した経験がある

こと等の理由が考えられる。また、県外の方に沖縄の健康食品を勧めする際、美

味しいということも理由としてあげられていることから、健康食品とはいえ、機

能性だけではなく味も重要であることが確認された。 

沖縄の健康食品を県内外に展開する上で、美味しさ、効果・効能に関する民間

伝承やエビデンス、さらに沖縄の健康食品に対する良いイメージ等を活用した宣

伝・広告、プロモーション等を戦略的に行うことが重要と考えられる。 

 

30 

11 

11 

10 

8 

6 

5 

4 

3 

2 

値段が高い、値段が不安定 

おいしくない、飲みにくい 

知られていない、PR不足、宣伝が伝わらない 

中身がわからない、効能が不明、うさんくさい 

品質が気になる、品質が一律でない 

デザイン、パッケージが良くない 

類似商品が多い、飽和状態 

長続きしにくい、単発で商品がなくなる 

（県内・外で）入手しにくい 

香りが独特 
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③県外消費者意識調査 

〈調査概要〉 

首都圏マーケットのうち、現在、健康食品を摂取している消費者を対象として、

新制度に対する認識や新制度活用商品に対する意識、沖縄県産の食素材、健康食

品等のイメージ・認知度等に関するアンケート調査を実施した。 

 

〈対象者の要件〉 

・首都圏在住（東京・神奈川・千葉・埼玉） 

・健康食品を摂取している 

・世帯年収400万円以上 

・25才～75才の消費者1,000人 

 25～34才 35～44才 45～54才 55～64才 65～74才 

男性 500 人 100 100 100 100 100 

女性 500 人 100 100 100 100 100 

合計 1000人 200 200 200 200 200 

 

 

 

a.沖縄県産の健康食品の摂取経験 

 

図４－４５．沖縄県産の健康食品の摂取経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄県産の健康食品の摂取経験について、男女ともに半数以上が「ある」と回

答しており、全体で54.6％が「ある」と回答した。 

  

N
ある
（％）

ない
（％）

全 体 1,000 54.6 45.4

性
別

男性 500 54.4 45.6

女性 500 54.8 45.2

年
齢
別

25～34歳 200 47.5 52.5

35～44歳 200 58.5 41.5

45～54歳 200 49.5 50.5

55～64歳 200 54.5 45.5

65～74歳 200 63.0 37.0
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b.摂取した沖縄県産健康食品を知ったきっかけ 

 

図４－４６．摂取した沖縄県産健康食品を知ったきっかけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摂取したことのある沖縄県産の健康食品を知ったきっかけとして、「テレビや新

聞・雑誌の記事」、「店頭」が多く、男女とも30％を超えた。 

男女差の大きい項目として、女性は男性に比べて「家族や知人、友人の紹介」

で知った割合が高く、男性は「インターネットの広告」で知った割合が高い。 
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c.健康食品の購入理由（現在摂取中の健康食品と沖縄県産健康食品） 

 

表４－２４．健康食品の購入理由の比較 

 

現在摂取している健康食品の購入理由       沖縄県産健康食品の購入理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在摂取している健康食品、沖縄県産の健康食品の購入理由として、ともに最

も多いのが「効果が期待できそうだから」との回答であった。 

沖縄県産の健康食品の購入理由としては、「国産だから（38.8%）」、「原料への信

頼性が高いから（25.5％）」の項目において、現在摂取している健康食品の購入理

由よりも高い回答率であった。また、「自然・天然な感じがするから(41.6％)」「

健康的なイメージがあるから（36.4％）」「昔から食べられているものだから（19.

2%）」など、現在摂取している健康食品の購入理由としては回答率が低い項目での

回答率が高いという結果を得た。 

 

全体（％） 男性（％） 女性（％）

効果が期待できそうだから 69.6 68.6 70.6

価格が妥当だから 44.6 49.8 39.4

手に入りやすいから 35.3 33.8 36.8

国産だから 17.3 17 17.6

原料への信頼性が高いから 15.8 13.6 18

信頼できる（できそうな）メー
カーだから

32.0 29.4 34.6

あまり加工されていない、原料
に近い商品だったから

5.2 3.6 6.8

健康なイメージがあるから 21.5 19.2 23.8

自然・天然な感じがするから 15.9 12.2 19.6

パッケージが好きだから 2.0 2.0 2.0

伝統的な素材を使っているから 3.8 3.4 4.2

昔から食べられて（飲まれて）
いるものだから

8.0 7.8 8.2

産地が魅力的だから 2.3 2.8 1.8

家族・友人・知人等の信頼でき
る人に薦められたから

7.4 4.4 10.4

サンプル数 1000 500 500

全体（％） 男性（％）女性（％）

効果が期待できそうだから 58.2 62.5 54.0

価格が妥当だから 21.8 28.3 15.3

手に入りやすいから 17.8 16.5 19

国産だから 38.8 33.5 44.2

原料への信頼性が高いから 25.3 23.5 27.0

信頼できる（できそうな）メー
カーだから

8.4 7.7 9.1

あまり加工されていない、原料
に近い商品だったから

15.4 15.4 15.3

健康なイメージがあるから 36.4 31.3 41.6

自然・天然な感じがするから 41.6 37.5 45.6

沖縄らしいパッケージが好きだ
から

17.2 16.9 17.5

伝統的な素材を使っているから 17.6 15.4 19.7

昔から食べられて（飲まれて）
いるものだから

19.2 18.8 19.7

沖縄が好きだから 15.6 12.9 18.2

家族・友人・知人等の信頼でき
る人に薦められたから

7.1 5.5 8.8

サンプル数 546 272 274
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d.健康食品を購入した場所 

 

図４－４７．健康食品の購入場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在摂取している健康食品の購入場所は「インターネット」（59.8％）が最も多

く、次いで「ドラッグストア・薬局」（48.5％）となっている。これに対し、沖縄

産健康食品については、「インターネット」が最も多いものの 31.6％にとどまっ

ている。特徴的なのは、「物産展や全国のアンテナショップ、土産品店」（31.7％）

での購入が多いこと、10％程度ではあるが、「家族・友人・知人からもらった」と

いう回答があった。  

健康食品 沖縄県産

(%) N 男性 女性 N 男性 女性

N 1000 500 500 546 272 274

インターネット 59.8 61.8 57.8 36.1 41.2 31.0

通信販売 19.4 17.0 21.8 11.4 14.0 8.8

ドラッグストア・薬局 48.5 49.8 47.2 21.1 25.0 17.2

食品スーパー・量販店 22.8 20.8 24.8 25.6 27.6 23.7

健康食品専門店 4.5 4.2 4.8 7.7 7.4 8.0

訪問販売 1.3 1.6 1.0 1.5 2.9 -

百貨店 2.1 2.0 2.2 9.3 9.9 8.8

コンビニエンスストア 6.8 8.8 4.8 3.7 4.8 2.6

物産展や全国のアンテナ
ショップ、土産品店 1.8 1.0 2.6 31.7 24.6 38.7

家族・友人・知人からも
らっている 2.4 2.0 2.8 － － －

（沖縄出身・在住の） － － － 9.0 8.1 9.9

（その他の） － － － 10.6 7.0 14.2

その他 1.4 0.8 2.0 2.4 2.9 1.8

■：健康食品の購入場所 ■：沖縄県産の購入場所 
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e.健康食品の種類 

 

表４－２５．健康食品の種類 

 

現在摂取している健康食品の種類           沖縄県産健康食品の種類 

 
 

現在摂取している健康食品の種類は「錠剤・カプセル」が75.7％で最も多く、沖 

縄県産の健康食品については「果汁ジュース」(52.2％)が多い。 

  

全体（％）

性別

男性（％） 女性（％）

Ｎ 1000 500 500

錠剤・カプセル 75.7 76.4 75.0

粉末タイプ 28.1 25.8 30.4

果汁ジュース 19.5 19.2 19.8

お茶 26.4 25.4 27.4

お茶以外のドリンク 15.1 13.0 17.2

その他 4.0 1.8 6.2

全体（％）

性別

男性（％） 女性（％）

Ｎ 546 272 274

錠剤・カプセル 39.7 48.5 31.0

粉末タイプ 21.6 25.0 18.2

果汁ジュース 52.2 49.3 55.1

お茶 26.0 24.3 27.7

お茶以外のドリンク 13.0 11.8 14.2

その他 6.2 6.6 5.8
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f.健康素材の認知度と沖縄県産素材の魅力度 

図４－４８．健康素材の認知度と沖縄県産素材の魅力度 

健康素材の認知度 
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沖縄県産健康食品の種類 

 

 

 

健康素材ごとの認知について「どんな機能を持っているか知っている」、「名前

は知っている」「知らない」の３つの選択肢を用いて尋ねたところ、認知度が最も

高いのは「ウコン」であり、「ゴーヤー」、「もずく」、「アセローラ」、「シークヮー

サー」の認知度が90％を超えていることがわかった。またこれらの素材は、「どん 

な機能を持っているか知っている」との回答がいずれも40％を超えた。 
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また、これらの素材について、沖縄県産と県外産のどちらに魅力を感じるかを 

尋ねたところ、「ゴーヤー」、「シークヮーサー」、「青パパイヤ」、「豆腐よう」は 

60％以上が沖縄県産の方が魅力的と回答した。 

 

g.健康についての考え方 

図４－４９．健康についての考え方

 

 

 健康に関する考え方については、「日々の食事から健康づくりを心がけている」

との回答が最も多く67.2％を占めた。特に、沖縄県産健康食品の摂取経験がある

人（73.3％）の方が「日々の食事から健康づくりを心がけている」傾向にあるこ

とがわかった。同様に、「健康づくり、健康維持のために、積極的に健康食品を摂
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取している」「伝承的に体によいと言われている、昔から食べられていた食材を好

む傾向にある」の項目についても、沖縄県産健康食品の摂取経験がある人が大き 

く反応しており、ない人と比較して10ポイント以上の開きが見られた。 

「特定保健用食品や栄養機能性食品、機能性表示食品など、認定を受けた食品

を積極的に選ぶようにしている」の項目についても、沖縄県産健康食品の摂取経

験がある人の回答率が9ポイント程度高いことや、全ての項目について沖縄県産の

健康食品の摂取経験がある人の方が少なからず回答率が高いことから、沖縄県産

の健康食品の摂取経験のある人は、ない人よりも、しっかりとした健康に対する

意識が高く、目的意識を持って購買活動を行っている可能性が高い。 

 

h.都道府県の健康イメージランキング 

 

表４－２６．都道府県別健康イメージランキング（n=1000） 

         健康的なイメージ                健康食品の産地のイメージ 

 

 

健康的なイメージを持つ都道府県と、健康食材の産地イメージのある県を挙げて

もらったところ、沖縄に健康的なイメージを持つのは60.5%、健康食材の産地イメ

ージを持つのは38.5%であった。一方で、北海道に健康的なイメージを持つのは34.5

％、健康食材の産地イメージを持つのは41.9%となっている。 

 

 

 

 

 

 

1 沖縄県 605 60.5％

2 長野県 345 34.5％

3 北海道 253 25.3％

4 鹿児島県 134 13.4％

5 静岡県 114 11.4％

6 東京都 103 10.3％

7 宮崎県 78 7.8％

8 青森県 75 7.5％

9 富山県 75 7.5％

10 秋田県 73 7.3％

1 北海道 419 41.9％

2 沖縄県 385 38.5％

3 長野県 209 20.9％

4 青森県 145 14.5％

5 鹿児島県 134 13.4％

6 宮崎県 83 8.3％

7 静岡県 79 7.9％

8 秋田県 69 6.9％

9 山形県 69 6.9％

10 新潟県 67 6.7％
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考察 

首都圏マーケットにおいて、沖縄県産の健康食品は、以下のような点を価値とし

て捉えられていることが推察できる。 

 沖縄の健康的なイメージが沖縄県産の健康食品の価値の源泉となって

いる。 

 沖縄の自然や天然のイメージから、素材への信頼性が重視されている。 

 伝承や昔からの食経験などが価値として捉えられている。 

 加工の度合いが低い、天然素材に近い商品の価値が評価される傾向に

ある。 

アンケートの結果から、沖縄県産健康食品の購入経験のある人は、ない人と比較

して、特定保健用食品（トクホ）を始めとする認証への認識も高く、商品選びに対

するこだわりが強い傾向にある。このことから、沖縄県産健康食品のブランド力強

化に向けて、沖縄そのものの情緒的価値を丁寧に表現するとともに、品質の担保が

重要であることが明らかとなった。 
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ウ．先行地域の動向調査 

沖縄におけるブランド戦略策定に向け、機能性表示食品制度への対応、企業支援

のあり方、ブランディングの取り組み等について先行地域の動向を調査した。 

対象地域は、行政や業界団体が機能性食品の開発から製造・販売等について積極

的な取り組みをしている地域や先行的な地場企業が立地する地域、地域特性を利用

した素材ブランディングに取り組む地域の中から、沖縄の参考となる情報を得るこ

とのできそうな北海道地域を選定した。 

北海道は、農業産出額、漁業生産額、食料品出荷額、カロリーベースの自給率等

が全国１位という、一次資源の豊富な地域である。しかしながら付加価値率で見る

と全国を下回る数値となっており、いわゆる原料供給先としての要素が強く、これ

らの高付加価値化による食産業の売上高向上が課題としてあげられている。そのよ

うな中、平成１３年度頃からバイオ産業を中心に北海道スーパークラスター振興戦

略や北海道バイオ産業クラスターフォーラム、Bio-S、北海道食クラスター、フード

特区等による産学官連携をベースとする成長戦略を掲げ、その実現に向け取り組ん

できた。これらの取り組み等の結果、平成２５年度にはバイオ産業の売上高が５４

４億円まで伸びてきている（経済産業省北海道経済産業局、北海道バイオレポート

2014）。 

その中心的な取り組み事例の一つとしてあげられるのが、北海道食品機能性表示

制度（通称：ヘルシーDo）である。そもそも、食品には、一次機能（栄養機能）、二

次機能（感覚機能）、三次機能（生体調節機能）があり、特に三次機能に着目した食

品が「機能性食品」とされている。食品の機能性を他との差別化要素や優位性とし、

それらを訴求することによる高付加価値化により、北海道の食産業の活性化を狙っ

た取り組みの一つがヘルシーDoであり、国の特区制度を契機に、地域独自の機能性

表示制度として平成２５年度からスタートしている。 

 

図４－５０. ヘルシーDo の概要 

 

 出展：一般社団法人北海道バイオ工業会「北海道食品機能性表示制度 説明資料」 
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ヘルシーDoは、食品の安全性、食品に含まれる成分の効用について、ヒト臨床

試験の結果に基づいた学術論文がある等の要件を満たし、一定の審査基準をクリ

アした食品に対し、「健康でいられる体づくりに関する科学的な研究」が行われた

ことを表示できるという制度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘルシーDoは、地域産業の振興が目的であることから、北海道内で製造された

機能性素材を使用し、北海道内で製造された加工食品であることが基本要件とな

っている。さらに、エビデンスの担保については、研究論文にて科学的研究の水

準、内容、安全性等についての審査を実施している。特徴的なのは、エビデンス

を示す論文内で機能性に関与する成分として、単一成分に加え、組成物まで認め

ている点があげられる。 

 表４－２７． ヘルシーDo の具体的な要件 

出展：公益財団法人北海道科学技術総合振興センター 「食品の安

全性・機能性評価～機能性食品開発に向けて～」 
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図４－５１．商品認定に向けた手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展：一般社団法人北海道バイオ工業会「北海道食品機能性表示制度 説明資料」 

 

ヘルシーDo の商品認定に向けた審査は、北海道食品機能性表示制度に基づき、北

海道庁が上記のような流れで行う。 

本制度設立後、平成 28年 3月 16日で 6回目の認定委員会が実施され、合計 34社

67品目（一般食品型 42品目、飲料系 7品目、嗜好品 8品目、サプリメント型 25品

目）が認定商品として登録されている。 

図４－５２．認定商品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展：一般社団法人北海道バイオ工業会「北海道食品機能性表示制度 説明資料」 
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 ヘルシーDoの運用にあたっては、北海道庁は認定を中心とする制度運用、フード特

区機構はプロモーション、ノーステック財団は素材や機能性等の研究開発、北海道情

報大学はヒト臨床試験の実施というような役割分担がなされている。 

 北海道庁では、制度開始から2年半で5回の認定を行っており、認定商品を販売する

企業からは、売上が伸びた、あるいは商品の問い合わせが増えた等の声があり、一定

の効果が出てきているとの評価をしている。今後は機能性表示制度等による消費者の

意識向上による相乗効果も期待でき、さらなる伸びに期待をしているとのことである。 

 フード特区機構は、国から指定を受ける「北海道フード・コンプレックス国際戦略

総合特区」（国際戦略特区）の事業推進役として、ヘルシーDoのプロモーション活動

等を担っている。主な取組には、道内企業に対するヘルシーDoの活用促進、機能性を

有する素材を扱うメーカーの発掘、道内大手スーパーにおけるヘルシーDo商品のPB

（プライベート・ブランド）化等によるメーカー及び消費者の認知度アップ、メディ

アを活用した消費者イベントのPR活動等がある。 

 ノーステック財団は、健康科学・医療融合拠点の構築を目指す組織であり、企業130

社が参加する北海道バイオ産業クラスターフォーラムの事務局を担っている。ヘルシ

ーDoにも関連する取組として、機能性評価分析、機能性素材開発、システマティック

レビュー実施等の研究開発支援を通して、地元素材の機能性をベースとした高付加価

値化に向けた取り組みを行っている。 

  



117 

 

 

 

図４－５３．江別モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道情報大学は、食の臨床試験システム（江別モデル）にて、北海道産素材を中

心とするヒト臨床試験の受託を行っている。 

 

 

出展：北海道情報大学 健康情報科学研究センター 「食の臨床試験システム 説明資料」 
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図４－５４．江別モデルの実施フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江別モデルとは、江別市を中心とする地域住民をボランティアの被験者とするヒ

ト臨床試験システムで、健康意識の高い地域住民を巻き込み、機能性エビデンスを

取得したい企業、学術的な研究を目的とする大学等研究者、各人のメリットをうま

く調和させた仕組みとして仕上がっている。これまで実施した試験受託件数は45

件であり、昨年度は13件、今年度は17～18件の見込みとのことである。立ち上げ当

初は、道内企業からの受託中心であったが、現在は道外大手からの問い合わせや受

託も発生しており、このことは本年度からスタートしている機能性表示食品制度に

起因していると考えられる。受託内容を見ると、脂質代謝と免疫系の臨床試験実績

が多く、一般的な民間の受託試験会社のコストの半額程度で実施可能であるため、

エビデンスを低コストで獲得できるという面は非常に魅力的な仕組みである。 
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考察 

それぞれの機関が共通で抱える最も大きな課題はヘルシーDoの認知度がまだまだ

低いことであり、今後はメーカーから消費者まで、北海道民全体の認知度アップが必

要である。また、制度や食品の機能性に対する信頼性を訴求しながら、ヘルシーDo

の制度そのものと認定される商品の、総合的なブランディングを進めることが重要と

考える。現時点では、北海道庁を中心とした、支援機関主体の取り組みという色が強

いが、今後流通、小売、販売といった他業種との連携や、広告・広報といったプロモ

ーションの強化が本制度の発展性、継続性に大きく関わってくるものと感じた。 

 

沖縄においても、沖縄発の機能性素材及び機能性食品の総合的なブランディングに

ついて取り組みが弱く、重要な課題である。 

北海道の事例においては、キーとなる組織、企業、人材が存在し、これらの主体が

有機的に連携を図りながら制度創設に向けて動き出したところに公的資金が投入さ

れたことで、ここまでの大きな仕組みが構築できたことは見逃すことができない。今

後、沖縄で企業支援体制の構築や地域独自の認証制度を検討する上でも、この点につ

いて留意しておく必要がある。 
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エ．研究体制の構築支援に係る調査 

県内の健康食品メーカー等が機能性食品の開発に向け、安全性や有効性のエビ

デンスを得るためには、自社だけでは研究課題の解決が困難な場合があり、試験

研究受託企業への委託や、大学等の研究機関との連携が必要になる。そこで、県

内企業の機能性に関するエビデンス獲得に向けた活動の支援に向け、研究課題の

解決が可能な企業や研究者の調査と研究体制構築について整理した（6．資料編 

ウ．機能性食品研究開発体制構築の手引き（以下、体制構築の手引き））。 

受託企業や、大学研究者等の研究連携先を調査するために最適と思われる検索

ツールの例を検索対象ごとに整理した（体制構築の手引き 表 1）。成分分析や、

安全性試験、ヒト臨床試験等を受託する企業を検索するためには一般的なウェブ

ブラウザで十分である。そして、必要な試験研究を一緒に行う共同研究者の検索

には J-GLOBAL の利用が専門知識をそれほど必要とせず、効率的な方法である。さ

らに、ヒト臨床試験を行っている研究者を探す際は J-GLOBAL と比べて専門知識を

要するが、UMIN-CTR にて登録・公開されている研究内容の中から研究者や研究機

関を検索する方法も有効と思われる。その他、研究者の特許情報等は J-PlatPat

を用いて調べることができる。 

成分分析、安全性試験、ヒト臨床試験等の実施に当たり、研究に係る費用は素

材や訴求する機能性によって大きく変わる。安全性試験は数百万円程度必要とな

り、ヒト臨床試験においては実施期間、検査項目等によって費用は大きく変わり、

数百万円～数千万円程必要となる。関連する試験研究は、大学の研究者に協力し

てもらえれば、研究費を安く抑えられる可能性があるが、研究の目的や試験内容

について、研究者とやり取りができる人材が自社にいることが望ましい。また、

機能性食品に関する各制度活用を目標としたとき、制度への申請や商品の表示等

を踏まえた研究デザインが重要であるため、制度の内容を熟知している研究者と

研究体制を構築することが望まれる。一方で、大学等と比べると費用が高くなる

が、ヒト臨床試験受託企業へ委託すれば機能性食品に関する各制度の活用を前提

とした研究デザイン、医療機関との調整、研究結果の解析、論文化、学会発表等

の総合的なサービスを得られるため、自社に専門性の高い人材がおらずとも、エ

ビデンス蓄積のための研究を推進することが可能となる。 
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オ．県内事業者の対応状況調査 

本事業で取り組む「機能性食品のブランド力強化」のためのシステマティック

レ・ビューの実施や関連する研究実施に向け、最も有効な機能を有する支援体制構

築をめざし、対象となる沖縄県内の食品及び健康食品メーカーや健康食品を卸販売

する事業者等に対し、アンケート及びヒアリングによって県内食品事業者の機能性

表示食品制度の把握状況や課題等に関する調査を実施した。 

 

① 県内企業アンケート結果 

 

表４－２８．アンケート調査の基本設計および結果 

調 査 方 法 
アンケート用紙を郵送し、返信封筒にて回収 

※電話による協力依頼を実施 

対 照 県内で食品（健康食品を含む）を取り扱う企業 238社 

実 施 期 間 平成28年1月13日(水)～2月25日(木) 

アンケート項目 

1．企業概要 

2．健康食品（もしくは食品）における「主力（戦略）商品」について 

3．「機能性表示食品制度」の把握状況について 

4．「機能性表示食品制度」のスタートによる健康食品市場の変化について 

5．「機能性表示食品制度」のスタートによる自社への影響について 

6．「機能性表示食品制度」への取組状況について 

7．「具体的に行っている取組」「行う予定の取り組み」について 

8．「特に何も行っていない、取り組んでいない」理由について 

9．「機能性表示食品制度」の活用に向け取組際に必要と思われる支援について 

10．経営課題について 

11．沖縄県の健康食品業界として対応を要する課題や発展に向けた提言について 

回 収 結 果 回答企業数；60社（回収率；25.2%） 

 

県内の食品・健康食品を取り扱う事業者238社に対して郵送によるアンケート調

査を実施し、60社から回答を得た。 
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7% 

11 

38% 

9 

31% 

7 

24% 

一般食品業 

制度がスタートしたことを知ってお

り、十分理解している 

制度がスタートしたことを知ってお

り、概要を把握している 

制度がスタートしたことは知っている

が内容は良くわからない 

制度がスタートしたことを知らない 

a.制度の把握状況について 

 

図４－５５．機能性表示食品制度の把握状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能性表示食品制度の認知状況について、健康食品取扱い事業者29社のうち17

社（59%）が「制度がスタートしたことを知っており、概要を把握している」と回

答し、最も大きな割合を占める結果となった。「制度がスタートしたことを知って

おり、十分理解している」と回答した8社と合わせると25社（87%）を占めており、

制度に対する関心の高さがうかがえる。 

一方で、一般食品取扱い事業者では、29社のうち11社（38%）が「制度がスター

トしたことを知っており、概要を把握している」と回答し、「制度がスタートした

ことを知っており、十分理解している」と回答した2社と合わせると45%である。 

 

 

b.制度開始後の市場の変化について 

図４－５６.機能性表示食品制度開始による市場の変化について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能性表示食品制度開始による市場の変化について回答した健康食品取扱い事

業者29社のうち21社（72%）が「拡大すると考えている」と回答した。一般食品取

扱い事業者でも、29社のうち16社（55%）が「拡大すると考えている」と回答して
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縮小すると考えている 
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いる。健康食品取扱い事業者の方が18%高い結果となった。健康食品・一般食品取

扱い事業者ともに過半数を超えており、機能性表示食品制度による市場拡大の期

待の高さがうかがえる。 

「拡大すると考えている」と回答した企業の代表的な意見として、「メディア等

の影響も含め、消費者の選ぶ基準も専門的になってくるため、安心・安全はもち

ろんの事、機能を重視して結果を求めるユーザーが多くなってくるから」との理

由があげられている。 

その一方、健康食品取扱い事業者の4社、一般食品取扱い事業者の6社が「変わ

らないと考えている」と回答した。その理由として、「標榜条件が限られており、

消費行動が拡大するほどの魅力を付加できるかは疑問である」、「健康食品市場内

で一部の商品が置き換わり続けていくだけで、市場に大きな影響はすぐには出な

いと思う」とのことであった。 

 

〈市場が拡大すると考えている理由〉 

・メディア等の影響も含め消費者の選ぶ基準も専門的になってくるため、安

心安全はもちろんのこと、機能を重視して結果を求めるユーザーが多くな

っており、拡大要因はあると考える。 

・この制度は商品をチョイスする上で分かりやすい手がかりとなるため、良

質の物を求める顧客を満足させることができるものと考えている。 

・堂々と機能性を謳うことができるので販売しやすいことと、消費者からの

信頼度が高まる。 

・消費者が安心して商品を選ぶことができる。 

・単純に商品の持つ価値を示す手段が増える。 

・機能性を謳えることにより、消費者の興味を引けると思われる。 

・今までより低い敷居で食品の機能が訴求できるから。 

 

〈市場規模は変わらないと考えている理由〉 

・標榜条件が限られており、消費行動が拡大するほどの魅力を付加できるか

は疑問である。制度のハードルをクリアするためには大きな投資が必要だ

が、回収が見込めるのは一部の企業にとどまるのではないか。 

・新規素材であれば表示の効果も期待できるが、よく知られている素材では

あまり効果がないと思う。 

・全体的にまだまだ制度が知られていないと思う。 

・この制度は結局、大手企業が有利。 

・消費者の視点は変化すると思うが、市場規模自体はあまり変わらないと思

う。 

・機能性を表示するための時間と予算確保をできる企業は少ないと思う。 
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・健康食品市場内で一部の商品が置き換わり続けていくだけで、すぐに市場

に大きな影響は出ないと考えている。 

 

 

c.制度開始による自社への影響について 

 

図４－５７．機能性表示食品制度開始による自社への影響について 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

機能性表示食品制度開始による自社への影響について、回答した健康食品取扱

い事業者29社のうち18社（62%）が「好機ととらえている」と回答。一般食品取扱

い事業者では、29社のうち12社（41%）が「好機ととらえている」と回答。両事業

者では21%の差が出ている。 

その理由として、「メディア等の影響もあり、消費者の選ぶ基準も専門的になっ

てくるため、安心・安全はもちろんの事、機能を重視して結果を求めるユーザー

が多くなってくるから」といった意見があがっている。 

その一方、健康食品取扱い事業者の6社、一般食品取扱い事業者の11社が「影響

はない（少ない）」と回答している。理由として、「制度が始まってから実際に影

響は出ていないし、小売店で機能性表示食品をあまり見かけない」、「機能はすで

に知られている製品もあり、機能性記載の有無が大きく影響するとは考えにくい」、

「同制度を十分に活用できている企業が大手以外に少なく、直接的な脅威にはな

らない」等の意見があがっている。 

また、健康食品取扱い事業者の3社、一般食品取扱い事業者の1社が「脅威と考

えている」と回答。理由として、「資金のない中小企業はエビデンス等が得られず、

結局、制度を使えない。今後、大手企業はこの制度を活用し、猛威を振るうと思

われる」との意見があがっている。 
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影響はない（少ない） 

脅威と考えている 

その他 
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〈好機と捉えている理由〉 

・当社商品はエビデンスが乏しいが、自社でしっかりエビデンスを取れば好

機になりうる。他社との差別化も図れる。 

・機能性表示食品にクルクミンが受理されたことにより、弊社のウコン商品

にも波及効果があるのではないかと考えている。 

・商品の良さ、特徴等を顧客へ伝える手段として、より早く分かりやすくな

ると考えている。 

・一般認知度の向上により、潜在的消費者層の購入につながると予想してい

るため。 

・顧客へ機能性を説明できる商品になれば、購入へつなげることが期待でき

るため。 

・機能性表示ができれば、新たなお客様を掴めるかもしれないから。 

・消費者が正しい商品情報を得ることが販売促進につながる。 

・商品開発により、売上拡大につなげられる可能性がある。 

・沖縄には機能性に優れた素材が多くある。本制度を活かし、新たな商機を

築きたい。 

 

 

〈影響はない（少ない）と考えている理由〉 

・制度がスタートしてから実際に影響は出ていないし、小売店で機能性表示

商品をあまり見かけない。また、弊社商品は体感されたお客様がリピータ

ーとなっているため、影響は少ないと考える。 

・影響については未知数だが、トクホに比べると中小企業にも取り組みやす

くなっているので好機にしていきたい。 

・自社商品はPB商品が多いため。 

・ウコン製品については、機能性はすでによく知られており、機能性記載の

有無が大きく影響するとは考えにくいため。 

・何年か後に影響が出てくると思う。 

・扱っている商品が機能性表示食品の範囲外の商品であるため。 

・健康食品の製造を行っていないため。 

・特に機能性を訴える製品が少ないため。 

・直近での申請は考えておらず、影響は少ない。また、申請後、同制度を十

分に活用できている企業が大手以外に少なく、直接的な脅威にはすぐには

ならない。 

・機能性を表示していなくても他でアピールできる。 

 

 



126 

 

 

 

〈脅威と考えている理由〉 

・専門部署、専任人員など投資力を持つ一部の企業は、宣伝力も駆使して制

度の恩恵を受けるだろうが、全体のパイを広げる効果は高くないとみてい

る。よって淘汰が発生する。 

・資金のない中小企業はエビデンス等を得られず、結局、制度を使えず、今

後、大手企業は制度を活用し、猛威を振るうと思われるから。 

・全く同じ内容の商品があったとしたら、消費者は機能性表示があるものを

選ぶと思われる。 

・現状では自社商品で表示できないため、遅れを感じている。 

 

d.制度活用にむけた具体的な取り組み 

 

表４－２９．機能性表示食品制度活用に向けた具体的な取り組み(複数選択) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度活用に向けた具体的な取り組み内容においては、「機能性表示食品制度の活

用に向けて具体的な取り組みを行っている」という企業6社のうち、5社が「機能

性の科学的根拠の説明に向けた臨床試験や研究レビューに関する活動」及び「原

料素材や製品の効果・効能に関与する成分等についての研究（情報収集含む）」に

取り組んでいると回答している。また、「機能性表示食品制度の活用が可能か検討

中」の26社のうち25社が「セミナーや講習会への参加による制度全般の情報収集

活動」と回答し、次いで13社が「原料素材や製品の効果・効能に関与する成分等

についての研究（情報収集含む）」に取り組んでいると回答している。また、8社

取組内容 
制度活用に向けて具体的な取り

組みを行っている（6社） 

制度活用可能か検

討中（26社） 

セミナーや講習会への参加による制度全般の情報

収集活動 
3 25 

機能性の科学的根拠の説明に向けた臨床試験や研

究レビューに関する活動 

5 8 

原料素材や製品の効果・効能に関与する成分等に

ついての研究（情報収集含む） 

5 13 

素材や製品の安全性に関する研究（情報収集含む） 3 5 

製品の製造における品質管理、衛生管理等に関す

る活動（情報収集含む） 
2 5 

国への機能性表示に向けた届出に関する活動 1 0 

その他 0 0 
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が「機能性の科学的根拠の説明に向けた臨床試験や研究レビューに関する活動」

に取り組んでいると回答している。 

 

e.制度活用に向けた取り組みにおける課題について 

 

表４－３０．機能性表示食品制度活用に向けた具体的な取り組みにおける課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能性表示食品制度の認知状況について「具体的な取り組みを行っている」企

業及び「制度活用可能か検討中」の企業の両者に共通してあげられた、機能性表

示食品制度の活用に向けた取り組みにおける課題は、「機能性や安全性の根拠を明

確にするのが難しい」、「通常業務が忙しく、本制度の活用に向けた活動に人員を

割きにくい」、「本制度を活用する上での予算確保が困難である」が多数を占めて

いた(表４－３０)。また、「制度の活用に向けて特に取り組んでいない」企業にお

いても同様の傾向があり、さらに「本制度内容の専門性が高く対応可能な人員確

保が難しい」を選択している企業も多かった。 

 

制度活用に向けた取り組みにお

ける企業の課題 

制度活用に向けて具体

的な取り組みを行って

いる（6社） 

制度活用可能か検討中

（26社） 

活用に向け特に何

も行っていない（24

社） 

本制度内容が難しく、理解・把握

するのに時間がかかる 
1 7 5 

機能性や安全性の根拠を明確に

するのが難しい 

4 16 9 

生産・製造や品質の管理体制を整

えるのが難しい 
1 2 7 

本制度内容の専門性が高く対応

可能な人員確保が難しい 
1 7 9 

通常業務が忙しく、本制度の活用

に向けた活動に人員を割きにく

い 

3 12 11 

本制度を活用する上での予算確

保が困難である 

4 12 10 

本制度の活用（機能性の表示）の

必要性が無い 
対象外 対象外 3 

本制度の存在を知らない 対象外 対象外 3 

その他 0 1 1 
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考察 

今年度から開始された機能性表示食品制度の把握状況について、「十分理解して

いる」、または「概要を把握している」と回答した健康食品取扱い事業者は 86%、

一般食品取扱い事業者では 45%となり、両者に制度の認知度に差が出る結果となっ

た。これは、健康食品の開発や販売に直接的に関与する企業は、制度開始に至るま

での間に業界情報として制度に関する情報を入手する機会があるものの、一般食品

を取り扱う企業は、市場において具体的な機能性表示食品が棚に並ぶか、あるいは

それら商品の広告や雑誌の記事掲載等でようやく認知することに起因しているこ

とから、機能性表示食品制度の認知度の向上は、引き続き、業界主導で取り組むべ

き課題の一つと言える。 

さらに、「自社への影響について好機ととらえている」と考えている健康食品取

扱い事業者は 62%、一般食品取扱い事業者では 41%であった。健康食品取扱い事業

者にとっては、機能性表示食品制度による市場拡大や消費者の機能性に関する知識

向上に繋がることが、自社商品の売り上げ等にも良い影響をもたらすと捉えている

ことが伺える。その中には、沖縄の素材を活用した自社商品で、すぐにでも機能性

表示食品の制度活用に向けた申請が可能と考えている回答も複数見受けられ、制度

活用に向けた申請等作業の煩雑さや複雑さといったハードルの有無に対する認識

に差が見られたことからも、県内業界向けの制度の理解・把握に資する活動が必要

と思われる。 

一般食品取扱い事業者においては制度の理解が進んでいないことによって、自社

にどのような影響があるのか検討していないという状況であることが推察される。

したがって、本制度は健康食品だけではなく、様々な食品で機能性を表示すること

が可能であり、大きなビジネスチャンスに成り得ることを、広く知ってもらうこと

が大切である。 

本制度活用を検討している企業の課題としては、健康食品・一般食品取扱い事業

者ともに、人員・専門スタッフの配置、機能性や安全性を明確にする予算、生産・

製造や品質の管理体制構築にかかる資金などに課題があることが伺えた。これは本

業界が抱える「人、金、モノ」の不足という問題点と重なることからも、公的な資

金等を活用したサポートのあり方の検討が必要である。 

また、少数であるが、ウコンなどのように既に機能性が知られている素材は機能

性を表示する必要はないと考えている回答が得られた。必ずしも機能性表示を行わ

なくても訴求可能な素材や、販売方法を工夫することによって機能性表示ができな

くとも、一定程度の売り上げを確保している企業も存在する。したがって、機能性

が期待されている沖縄県産素材の機能性の認知度やエビデンスの蓄積状況、商品の

特性等を考慮しつつ、商品開発戦略や販売戦略を構築することが重要である。さら

に、「人、金、モノ」の不足する企業が多いことから、これらの活動を支援する体
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制の充実が、今後の沖縄県産素材を活用した機能性表示食品による事業展開のカギ

を握るものと考えられる。 
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カ．戦略素材の価値に関する調査 

 

 前述のア～オの基礎調査内容を踏まえ、沖縄県産素材であり論文等科学的な根拠のあ

るエビデンスの有無を中心に絞り込まれた戦略素材、「シークヮサー」、「ウコン」、「も

ろみ酢」、「もずく」の価値について検討した。 

具体的には、基礎調査で得られた機能性食品の市場動向や県産素材の機能性情報、県

内外の消費者アンケートの結果、県内事業者の意識や活動状況等を網羅的に捉え、過去

に行った健康食品産業振興調査事業（平成 23 年度、沖縄県委託）等の各種情報を反映

しつつ、機能的価値、情緒的価値、安心・安全の観点、およびターゲット顧客やエビデ

ンスレベルに応じた商品特性等に基づき、戦略素材の価値としてとりまとめた。 

なお、とりまとめた戦略素材の価値については、構築する沖縄機能性食品ブランド力

強化戦略を議論する上での検討資料の一つとした。 

 

 

 

【情緒的価値】
◆自然

•沖縄の強い日差しや青々とした緑溢れ
る山原の地で育まれる元気の源泉

•ナチュラル、自然といった体にやさしい
イメージ

◆歴史、文化

•沖縄への憧れや理解（共感）、こだわり
（気候・風土、習慣、文化、人など）

•昔から利用されてきた伝統性
◆ライフスタイル
•長寿あるいは健康というイメージ
◆商品、原料素材

•沖縄方言でシーは酸、クヮーサーは食
わせる、あるいは加えるの意味で、古く
から酸味を活用した食材としての利用
が名称として残っている

•精油によるアロマ商材とのコラボ等によ
る相乗効果の可能性あり

•長寿地域である国頭村などが主要産地

【機能的価値】
◆機能性

• ノビレチンによる脳機能改善効果の表
示

•クエン酸による抗疲労効果の表示
◆技術
•飲みやすさ、美味しさ、

•素材特性を活かした商品バリエーション
の豊富さ

◆商品、原料素材
•機能性表示による直接的な機能訴求

•沖縄独自の原料使用（他では真似でき
ない）

•一定程度の原料安定供給が可能

•比較的果実生産量が多く、量の確保が
可能

•収穫果実の規格や品質の安定

•一部消費者において、沖縄の体に良い
柑橘類として認知あり

•爽やかな柑橘系の香り

【安全】
◆商品、原料素材
•国産（県産）原料使用
•健食GMP、HACCP、ISO等認証取得対応
工場での製造

•原料のトレーサビリティシステムの実現
•食経験の豊富さに起因する安全性

【安心】
◆商品、原料素材
• 国産原料使用
• 県内で長年利用している食経験
• 原料生産農家との連携、見える化
• お客様相談窓口の設置

シークヮーサー：機能性表示食品
■想定；

ヒト試験によるエビデン
スを有し、それに基づく効
果・効能が表示されている
商品
→表示される効果・効能を
期待する方々が利用

図４－５８－１．戦略素材の価値（シークヮーサー） 
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【情緒的価値】
◆自然

•沖縄の強い日差しや青々とした緑溢れ
る山原の地で育まれる元気の源泉

•ナチュラル、自然といった体にやさしい
イメージ

◆歴史、文化

•沖縄への憧れや理解（共感）、こだわり
（気候・風土、習慣、文化、人など）

•昔から利用されてきた伝統性
◆ライフスタイル
•長寿あるいは健康というイメージ
◆商品、原料素材

•沖縄方言でシーは酸、クヮーサーは食
わせる、あるいは加えるの意味で、古く
から酸味を活用した食材としての利用
が名称として残っている

•精油によるアロマ商材とのコラボ等によ
る相乗効果の可能性あり

•長寿地域である国頭村などが主要産地
•スーパーフード（SF）、沖縄SFの認知
•沖縄SFしての複数商品での訴求

【機能的価値】
◆機能性
• ノビレチン含有量の表示
•クエン酸含有量の表示
◆技術
•飲みやすさ、美味しさ

•素材特性を活かした商品バリエーション
の豊富さ

◆商品、原料素材
•沖縄スーパーフード協会の認証

•沖縄独自の原料使用（他では真似でき
ない）

•収穫果実の規格や品質の安定
•一定程度の原料安定供給が可能

•比較的果実生産量が多く、量の確保が
可能

•一部消費者において、沖縄の体に良い
柑橘類として認知あり

•地域団体商標の取得
•爽やかな柑橘系の香り

【安全】
◆商品、原料素材
•国産（県産）原料使用
•健食GMP、HACCP、ISO等認証取得対応
工場での製造

•原料のトレーサビリティシステムの実現
•食経験の豊富さに起因する安全性

【安心】
◆商品、原料素材
• 国産（県産）原料使用
• 県内で長年利用している食経験
• 原料生産農家との連携、見える化

シークヮーサー：沖縄スーパーフード
■想定；

沖縄産の素材や伝統
的製法で造られた、健
康維持に役立つ成分を
含むことが客観的な
データで確認できる食材
（機能性や効果・効能の
表示なし）
→日常の生活の中で、

安心・安全で健康維持・
増進に資する食材を、
食事に補う形で摂取した
い方々が利用

【情緒的価値】
◆自然

•沖縄の強い日差しや青々とした緑溢れ
る山原の地で育まれる元気の源泉

•ナチュラル、自然といった体にやさしい
イメージ

◆歴史、文化

•沖縄への憧れや理解（共感）、こだわり
（気候・風土、習慣、文化、人など）

•昔から利用されてきた伝統性
◆ライフスタイル
•長寿あるいは健康というイメージ

•おやつの意味や言葉の持つやさしいイ
メージ

◆商品、原料素材

•沖縄方言でシーは酸、クヮーサーは食
わせる、あるいは加えるの意味で、古く
から酸味を活用した食材としての利用
が名称として残っている

•長寿地域である国頭村が主要産地

•機能性おやつの認知や商品群としての
展開

【機能的価値】
◆機能性
• ノビレチン含有量の表示
•クエン酸含有量の表示
◆技術
•飲みやすさ、美味しさ

•素材特性を活かした商品バリエーション
の豊富さ

◆商品、原料素材
•日本を健康にする研究会の推奨

•おやつとして気軽に美味しく楽しめる商
品

•沖縄独自の原料使用（他では真似でき
ない）

•収穫果実の規格や品質の安定
•一定程度の原料安定供給が可能

•比較的果実生産量が多く、量の確保が
可能

•一部消費者において、沖縄の体に良い
柑橘類として認知あり

•地域団体商標の取得
•爽やかな柑橘系の香り

【安全】
◆商品、原料素材
•国産（県産）原料使用
• HACCP、ISO等認証取得対応工場での
製造

•原料のトレーサビリティシステムの実現
•食経験の豊富さに起因する安全性

【安心】
◆商品、原料素材
• 国産（県産）原料使用
• 県内で長年利用している食経験
• 原料生産農家との連携、見える化
• 機能性おやつプロジェクトの推奨商品

シークヮーサー：機能性おやつ
■想定；

健康維持に役立つ成
分を少なからず含み、小
腹が空いたときに気軽
に楽しむことができる健
康志向のおやつ（機能
性や効果・効能の表示
なし、機能性おやつマー
ク添付）
→健康に気遣い、おや

つの時間や小腹がすい
たときに、少し健康的で、
健康に資する成分が一
部含まれる商品をおや
つとして食したい方々が
利用

 

 

図４－５８－２．戦略素材の価値（シークヮーサー） 

図４－５８－３．戦略素材の価値（シークヮーサー） 
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【情緒的価値】
◆自然

•沖縄北部（やんばる）地域の酸性土壌
（赤土）、強い日差し、風雨や台風等の
厳しい自然環境の中で育つ

•ナチュラル、自然といった体にやさしい
イメージ

◆歴史、文化

•沖縄への憧れや理解（共感）、こだわり
（気候・風土、習慣、文化、人など）

•琉球王朝時代から取り扱われてきた伝
統的食材

◆ライフスタイル
•長寿あるいは健康というイメージ

•食はクスイムン（薬になるもの）やヌチグ
スイ（命の薬）、医食同源という考え方

◆商品、原料素材

•沖縄では、お酒を飲む前・飲んだ後に
はウコンを飲むという利用方法が浸透
している（泡盛文化との相互作用、地元
では・・・といった引用による効果等）

【機能的価値】
◆機能性

•クルクミンによる肝機能の改善効果の
表示

•ロコモ予防効果の表示
◆技術
•飲みやすさ、美味しさ
◆商品、原料素材
•機能性表示による直接的な機能訴求
•国産（県産）の原料使用が可能
•一定程度の原料安定供給が可能
•比較的生産量が多く、量の確保が可能

•収穫物の規格や品質の安定（基準の設
定）

•一般的なウコンの効用（二日酔い、お酒
を飲む前に等）の認知度が高い

•機能性の体感に向けた商品レシピ開発
（例；ピペリン利用による成分吸収促進
等）

【安全】
◆商品、原料素材
•国産（県産）原料使用
•健食GMP、HACCP、ISO等認証取得対応
工場での製造

•原料のトレーサビリティシステムの実現
•食経験の豊富さに起因する安全性

【安心】
◆商品、原料素材
• 国産原料使用
• 県内で長年利用している食経験
• 原料生産農家との連携、見える化
• お客様相談窓口の設置

ウコン：機能性表示食品
■想定；

ヒト試験によるエビデン
スを有し、それに基づく効
果・効能が表示されている
商品
→表示される効果・効能を
期待する方々が利用

【情緒的価値】
◆自然

•沖縄北部（やんばる）地域の酸性土壌
（赤土）、強い日差し、風雨や台風等の
厳しい自然環境の中で育つ

•ナチュラル、自然といった体にやさしい
イメージ

◆歴史、文化

•沖縄への憧れや理解（共感）、こだわり
（気候・風土、習慣、文化、人など）

•琉球王朝時代から取り扱われてきた伝
統的食材

◆ライフスタイル
•長寿あるいは健康というイメージ

•食はクスイムン（薬になるもの）やヌチグ
スイ（命の薬）、医食同源という考え方

◆商品、原料素材

•琉球王朝時代、専売制のもとウコンを
黒糖などと同様に年貢として納めさせ、
薬用として用いていた

•スーパーフード（SF）、沖縄SFの認知
•沖縄SFしての複数商品での訴求

【機能的価値】
◆機能性
•クルクミン含有量の表示
•ロコモ予防関連成分の表示
◆技術
•飲みやすさ、美味しさ
◆商品、原料素材
•沖縄スーパーフード協会の認証
•国産（県産）の原料使用が可能
•一定程度の原料安定供給が可能

•収穫物の規格や品質の安定（基準の設
定）

•比較的生産量が多く、量の確保が可能

•一般的なウコンの効用（二日酔い、お酒
を飲む前に等）の認知度が高い

【安全】
◆商品、原料素材
•国産（県産）原料使用
•健食GMP、HACCP、ISO等認証取得対応
工場での製造

•原料のトレーサビリティシステムの実現
•食経験の豊富さに起因する安全性

【安心】
◆商品、原料素材
• 国産（県産）原料使用
• 県内で長年利用している食経験
• 原料生産農家との連携、見える化

ウコン：沖縄スーパーフード
■想定；

沖縄産の素材や伝統
的製法で造られた、健
康維持に役立つ成分を
含むことが客観的な
データで確認できる食材
（機能性や効果・効能の
表示なし）
→日常の生活の中で、

安心・安全で健康維持・
増進に資する食材を、
食事に補う形で摂取した
い方々が利用

 

図４－５９－１．戦略素材の価値（ウコン） 

図４－５９－２．戦略素材の価値（ウコン） 
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【情緒的価値】
◆自然

•沖縄北部（やんばる）地域の酸性土壌
（赤土）、強い日差し、風雨や台風等の
厳しい自然環境の中で育つ

•ナチュラル、自然といった体にやさしい
イメージ

◆歴史、文化

•沖縄への憧れや理解（共感）、こだわり
（気候・風土、習慣、文化、人など）

•琉球王朝時代から取り扱われてきた伝
統的食材

◆ライフスタイル
•長寿あるいは健康というイメージ

•食はクスイムン（薬になるもの）やヌチグ
スイ（命の薬）、医食同源という考え方

•おやつの意味や言葉の持つやさしいイ
メージ

◆商品、原料素材

•琉球王朝時代、専売制のもとウコンを
黒糖などと同様に年貢として納めさせ、
薬用として用いていた

•機能性おやつの認知や商品群としての
展開

【機能的価値】
◆機能性
•クルクミン含有量の表示
•ロコモ予防関連成分の表示
◆技術
•飲みやすさ、美味しさ
◆商品、原料素材
•日本を健康にする研究会の推奨

•おやつとして気軽に美味しく楽しめる商
品

•国産（県産）の原料使用が可能
•一定程度の原料安定供給が可能

•収穫物の規格や品質の安定（基準の設
定）

•比較的生産量が多く、量の確保が可能

•一般的なウコンの効用（二日酔い、お酒
を飲む前に等）の認知度が高い

【安全】
◆商品、原料素材
•国産（県産）原料使用
• HACCP、ISO等認証取得対応工場での
製造

•原料のトレーサビリティシステムの実現
•食経験の豊富さに起因する安全性

【安心】
◆商品、原料素材
•国産（県産）原料使用
•県内で長年利用している食経験
•原料生産農家との連携、見える化
•機能性おやつプロジェクトの推奨商品

ウコン：機能性おやつ
■想定；

健康維持に役立つ成
分を少なからず含み、小
腹が空いたときに気軽
に楽しむことができる健
康志向のおやつ（機能
性や効果・効能の表示
なし、機能性おやつマー
ク添付）
→健康に気遣い、おや

つの時間や小腹がすい
たときに、少し健康的で、
健康に資する成分が一
部含まれる商品をおや
つとして食したい方々が
利用

図４－５９－３．戦略素材の価値（ウコン） 
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【情緒的価値】
◆自然

•亜熱帯地域で温暖であり、多くの生物
が、活き活きと自然環境の中で宿る地
地域

•ナチュラル、自然といった体にやさしい
イメージ

◆歴史、文化

•沖縄への憧れや理解（共感）、こだわり
（気候・風土、習慣、文化、人など）

•昔から利用されてきた伝統性
◆ライフスタイル
•長寿あるいは健康というイメージ
◆商品、原料素材

•泡盛の酒造場では、副産物のカシ
ジェーを豚のエサとして与えることで、
病気になりにくくなることを知っていた

• ６００年の歴史を有する泡盛の副産物

•黒麹菌や酵母由来の発酵物（発酵物は
からだによい）

【機能的価値】
◆機能性
•クエン酸による抗疲労効果の表示
◆技術
•飲みやすさ、美味しさ、
◆商品、原料素材
•機能性表示による直接的な機能訴求

•機能性の体感（疲労回復、お腹の調子
等）

•沖縄独自の原料使用（他では真似でき
ない）

•一定程度の原料安定供給が可能

•泡盛製造過程の副産物であり、比較的
量の確保が容易

•伝統的な泡盛醸造技術による品質安定
•素材としてのクエン酸の認知

•酢（酸っぱいもの）は体にいいという認
知

• 黒麹菌や酵母由来の発酵物（発酵物は
からだによい）

【安全】
◆商品、原料素材
•国産（県産）原料使用
•天然のクエン酸、アミノ酸
•健食GMP、HACCP、ISO等認証取得対応
工場での製造

•食経験の豊富さに起因する安全性

【安心】
◆商品、原料素材
• 泡盛由来の発酵飲料
• 国産原料使用
• 県内で長年利用している食経験

• 泡盛メーカーと連携し、品質管理された
原料を新鮮な状態で確保

• お客様相談窓口の設置

もろみ酢：機能性表示食品

■想定；

ヒト試験によるエビデン
スを有し、それに基づく効
果・効能が表示されている
商品
→表示される効果・効能を
期待する方々が利用

【情緒的価値】
◆自然

•亜熱帯地域で温暖であり、多くの生物
が、活き活きと自然環境の中で宿る地
地域

•ナチュラル、自然といった体にやさしい
イメージ

◆歴史、文化

•沖縄への憧れや理解（共感）、こだわり
（気候・風土、習慣、文化、人など）

•昔から利用されてきた伝統性
◆ライフスタイル
•長寿あるいは健康というイメージ
◆商品、原料素材

•カシジェーを豚のエサ、肥料等で利用し、
循環させていた

• ６００年の歴史を有する泡盛の副産物

•黒麹菌や酵母由来の発酵物（発酵物は
からだによい）

• SFや沖縄SFとしての認知
• 沖縄SFの複数商品での訴求

【機能的価値】
◆機能性
•クエン酸による抗疲労効果の表示

•もろみ酢製品による血中コレステロール
値低下

◆技術
•飲みやすさ、美味しさ、
◆商品、原料素材
•沖縄スーパーフード（SF）協会の認証
•クエン酸含有量の表示
•機能性の体感（疲労回復、お腹の調子）

•沖縄独自の原料使用（他では真似でき
ない）

•一定程度の原料安定供給が可能

•泡盛製造過程の副産物であり、比較的
量の確保が容易

•伝統的な泡盛醸造技術による品質安定
•素材としてのクエン酸の認知

•酢（酸っぱいもの）は体にいいという認
知

• 利用の仕方のバリエーション（直接の摂
取、調味料としての利用等、）

• 地域団体商標の取得

【安全】
◆商品、原料素材
•国産（県産）原料使用
•天然のクエン酸、アミノ酸

•泡盛メーカーが原料から商品化まで自
社工場にて対応

•食経験の豊富さに起因する安全性

【安心】
◆商品、原料素材
• 泡盛由来の発酵飲料
• 国産原料使用
• 県内で長年利用している食経験
• 泡盛メーカーが独自原料で製品製造

もろみ酢：沖縄スーパーフード
■想定；

沖縄産の素材や伝統
的製法で造られた、健
康維持に役立つ成分を
含むことが客観的な
データで確認できる食材
（機能性や効果・効能の
表示なし）
→日常の生活の中で、

安心・安全で健康維持・
増進に資する食材を、
食事に補う形で摂取した
い方々が利用

図４－６０－１．戦略素材の価値（もろみ酢） 

図４－６０－２．戦略素材の価値（もろみ酢） 
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【情緒的価値】
◆自然

•亜熱帯地域で温暖であり、多くの生物
が、活き活きと自然環境の中で宿る地
地域

•ナチュラル、自然といった体にやさしい
イメージ

◆歴史、文化

•沖縄への憧れや理解（共感）、こだわり
（気候・風土、習慣、文化、人など）

•昔から利用されてきた伝統性
◆ライフスタイル
•長寿あるいは健康というイメージ
◆商品、原料素材

•カシジェーを豚のエサ、肥料等で利用し、
循環させていた

•泡盛の酒造場では、副産物のカシ
ジェーを豚のエサとして与えることで、
病気になりにくくなることを知っていた

• ６００年の歴史を有する泡盛の副産物

•黒麹菌や酵母由来の発酵物（発酵物は
からだによい）

•機能性おやつの認知や商品群での展
開

【機能的価値】
◆機能性
•クエン酸による抗疲労効果の表示

•もろみ酢製品による血中コレステロール
値低下

◆技術
•飲みやすさ、美味しさ、
◆商品、原料素材
•日本を健康にする研究会の推奨
•クエン酸含有量の表示
•機能性の体感（疲労回復、お腹の調子）

•沖縄独自の原料使用（他では真似でき
ない）

•一定程度の原料安定供給が可能

•泡盛製造過程の副産物であり、比較的
量の確保が容易

•伝統的な泡盛醸造技術による品質安定
•素材としてのクエン酸の認知

•酢（酸っぱいもの）は体にいいという認
知

• 小腹が空いたときに気軽にとれる飲料
（味や商品形態等）

• 地域団体商標の取得

【安全】
◆商品、原料素材
•国産（県産）原料使用
•天然のクエン酸、アミノ酸

•泡盛メーカーからの品質が確かな原料
で食品メーカー工場にて製造

•食経験の豊富さに起因する安全性

【安心】
◆商品、原料素材
• 泡盛由来の発酵飲料
• 国産原料使用
• 県内で長年利用している食経験

• 泡盛メーカーの原料品質、食品メー
カーによる製品製造

もろみ酢：機能性おやつ
■想定；

健康維持に役立つ成
分を少なからず含み、小
腹が空いたときに気軽
に楽しむことができる健
康志向のおやつ（機能
性や効果・効能の表示
なし、機能性おやつマー
ク添付）
→健康に気遣い、おや

つの時間や小腹がすい
たときに、少し健康的で、
健康に資する成分が一
部含まれる商品をおや
つとして食したい方々が
利用

図４－６０－３．戦略素材の価値（もろみ酢） 
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【情緒的価値】
◆自然

•沖縄の青く透明度の高い綺麗な海で育
まれ、天然のミネラルや栄養分をたっぷ
り含む海の恵み

•ナチュラル、自然といった体にやさしい
イメージ

◆歴史、文化

•沖縄への憧れや理解（共感）、こだわり
（気候・風土、習慣、文化、人など）

•昔から利用されてきた伝統性
◆ライフスタイル
•長寿あるいは健康というイメージ

•食はクスイムン（薬になるもの）やヌチグ
スイ（命の薬）、医食同源という考え方

◆商品、原料素材

•古くから食されており、他の海藻に付い
て育つことから「藻に付く」、「もずく」と
呼ばれるようになったと言われている

•沖縄では、日常の食卓にあがるほど一
般的な食材

【機能的価値】
◆機能性
•フコイダンによる胃の健康効果の表示
•フコイダンによるメタボ予防効果の表示
◆技術
•食べやすさ、飲みやすさ、美味しさ、
◆商品、原料素材
•機能性表示による直接的な機能訴求
•国産（県産）原料使用
•一定程度の原料安定供給が可能
•比較的生産量が多く、量の確保が可能

•収穫物の規格や品質の安定（基準の設
定）

•素材としてのもずくの認知

•一般的にもずく等海藻類は体に良いと
いう認知

【安全】
◆商品、原料素材
•国産（県産）原料使用
•海藻由来のフコイダン
•機能性に関する研究実績の多さ
•原料のトレーサビリティシステムの実現
•健食GMP、HACCP、ISO等認証取得対応
工場での製造

•食経験の豊富さに起因する安全性

【安心】
◆商品、原料素材
• 国産（県産）原料使用
• 県内で長年利用している食経験
• 原料生産地との連携、見える化
• お客様相談窓口の設置

もずく：機能性表示食品

■想定；

ヒト試験によるエビデン
スを有し、それに基づく効
果・効能が表示されている
商品
→表示される効果・効能を
期待する方々が利用

【情緒的価値】
◆自然

•沖縄の青く透明度の高い綺麗な海で育
まれ、天然のミネラルや栄養分をたっぷ
り含む海の恵み

•ナチュラル、自然といった体にやさしい
イメージ

◆歴史、文化

•沖縄への憧れや理解（共感）、こだわり
（気候・風土、習慣、文化、人など）

•昔から利用されてきた伝統性
◆ライフスタイル
•長寿あるいは健康というイメージ

•食はクスイムン（薬になるもの）やヌチグ
スイ（命の薬）、医食同源という考え方

◆商品、原料素材

•古くから食されており、他の海藻に付い
て育つことから「藻に付く」、「もずく」と
呼ばれるようになったと言われている

•沖縄では、日常の食卓にあがるほど一
般的な食材

•他海藻とのコラボレーション
• SFや沖縄SFとしての認知
•沖縄SFの複数商品での訴求

【機能的価値】
◆機能性
•フコイダン含有量の表示
◆技術
•食べやすさ、飲みやすさ、美味しさ、
◆商品、原料素材
•沖縄スーパーフード（SF）協会の認証
•国産（県産）原料使用
•一定程度の原料安定供給が可能
•比較的生産量が多く、量の確保が可能

•収穫物の規格や品質の安定（基準の設
定）

•素材としてのもずくの認知

•一般的にもずく等海藻類は体に良いと
いう認知

• 利用の仕方のバリエーション（直接の摂
取、料理用食材としての利用等）

• 地域団体商標の取得

【安全】
◆商品、原料素材
•国産（県産）原料、海藻由来のフコイダン
•機能性に関する研究実績の多さ
•原料のトレーサビリティシステムの実現
•健食GMP、HACCP、ISO等認証取得対応
工場での製造

•食経験の豊富さに起因する安全性

【安心】
◆商品、原料素材
•国産（県産）原料使用
•県内で長年利用している食経験
•原料生産地との連携、見える化

もずく：沖縄スーパーフード
■想定；

沖縄産の素材や伝統
的製法で造られた、健
康維持に役立つ成分を
含むことが客観的な
データで確認できる食材
（機能性や効果・効能の
表示なし）
→日常の生活の中で、

安心・安全で健康維持・
増進に資する食材を、
食事に補う形で摂取した
い方々が利用

図４－６１－１．戦略素材の価値（もずく） 

図４－６１－２．戦略素材の価値（もずく） 
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【情緒的価値】
◆自然

•沖縄の青く透明度の高い綺麗な海で育
まれ、天然のミネラルや栄養分をたっぷ
り含む海の恵み

•ナチュラル、自然といった体にやさしい
イメージ

◆歴史、文化

•沖縄への憧れや理解（共感）、こだわり
（気候・風土、習慣、文化、人など）

•昔から利用されてきた伝統性
◆ライフスタイル
•長寿あるいは健康というイメージ

•食はクスイムン（薬になるもの）やヌチグ
スイ（命の薬）、医食同源という考え方

◆商品、原料素材

•古くから食されており、他の海藻に付い
て育つことから「藻に付く」、「もずく」と
呼ばれるようになったと言われている

•沖縄では、日常の食卓にあがるほど一
般的な食材

•他海藻とのコラボレーション

•機能性おやつの認知や商品群での展
開

【機能的価値】
◆機能性
•フコイダン含有量の表示
◆技術
•食べやすさ、飲みやすさ、美味しさ
◆商品、原料素材
•日本を健康にする研究会の推奨
•国産（県産）原料使用
•一定程度の原料安定供給が可能
•比較的生産量が多く、量の確保が可能

•収穫物の規格や品質の安定（基準の設
定）

•素材としてのもずくの認知

•一般的にもずく等海藻類は体に良いと
いう認知

• 地域団体商標の取得

• 小腹が空いたときに気軽にとれる商品
（味や商品形態等）

【安全】
◆商品、原料素材
•国産（県産）原料、海藻由来のフコイダン
•機能性に関する研究実績の多さ
•原料のトレーサビリティシステムの実現
•健食GMP、HACCP、ISO等認証取得対応
工場での製造

•食経験の豊富さに起因する安全性

【安心】
◆商品、原料素材
•国産（県産）原料使用
•県内で長年利用している食経験
•原料生産地との連携、見える化

もずく：機能性おやつ
■想定；

健康維持に役立つ成
分を少なからず含み、小
腹が空いたときに気軽
に楽しむことができる健
康志向のおやつ（機能
性や効果・効能の表示
なし、機能性おやつマー
ク添付）
→健康に気遣い、おや

つの時間や小腹がすい
たときに、少し健康的で、
健康に資する成分が一
部含まれる商品をおや
つとして食したい方々が
利用

図４－６１－３．戦略素材の価値（もずく） 
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５ 業界の取り組みと県内事業者向けセミナー 

（１）エビデンス機能性表示研究会 

沖縄県健康産業協議会は、会員相互の協調体制の確立、生産技術の向上及び健康産

業の健全な発展を目的に、4つの部会（企画運営部会、シークヮーサー部会、ウコン

部会、コスメ部会）を設け活動してきた。昨年度より、機能性表示食品制度（平成

27年 4月）の施行に伴い、制度に関する勉強会の開催や県内の健康食品産業界の競

争力強化に向けた検討を行うためエビデンス機能性表示研究会を設置した。メンバー

は協議会会長及び各部会長、GMP認定工場、研究・専門職等によって構成した。本事

業では、戦略検討の議論を深めるために、機能性表示食品制度や素材のエビデンス情

報、市場動向、業界動向等に関して業界内で情報を共有し、業界の意見を聞きながら

検討を進める必要がある。そのため、合計 3 回の研究会を開催した。 

 

① 第 1 回 

  日時：平成 27年 7月 13日（月）15:00～17:00 

場所：(公財)沖縄県産業振興公社 第一会議室  

参加状況：20社、26名 

内容：事業の趣旨説明、研究会運営方針説明、各機関の取り組み状況報告、意見交

換  

 

a. 本事業共同事業体からの説明と報告 

・7/10 現在の機能性表示食品届出受理状況や企業の対応状況、本県健康食品産業の

課題、本事業の目的、委託仕様について説明した。 

 

b.意見交換 

  （素材のエビデンスについて） 

  ・文献をまとめるのはメーカーとして助かる。機能性表示制度に取り組むにあたっ

て効果効能を謳える補助的データになる。また、科学的根拠を確保するため素材

や開発した製品ごとに対応できる臨床試験先・研究機関・研究費用等を紹介して

欲しい。個々の製品開発の後押しになるので早く情報が欲しい。 

・作成する成分リストは、使う側の知識レベルも考慮して欲しい。単一成分、化合

物での記載もあり、専門知識が無いと分かりづらい。 

・システマティックレビューを行ったとしても、著作権問題で論文が利用できない 

こともあるので、著作権の状況についても調査して欲しい。 

・商品の機能性エビデンスを取得する場合の費用負担が大きいため、1社でなく全
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体でシェアすれば安くできるのではないか。 

・機能性ばかり注目してしまうが、実際は安全性がより重要である。安全性につい

ても調査してほしい。 

 

  （機能性表示食品制度への対応について） 

  ・消費者団体からの批判、要望などの情報も提供して欲しい。 

・機能性表示食品へ申請するのはリスクがあり、難しいと感じる。情報収集を行な

い対応について検討したい。 

・機能性表示食品制度ができて健康食品の範囲が狭まる危機感もある。今後消費者

庁もいわゆる健康食品への対応が変わってくると思われる。制度にのらない商品

をどうするか、社内でも検討しているところである。 

 

  （県内企業について） 

  ・今回の動きは、沖縄の業界がまとめるチャンスだと思う。機能性表示食品へのハ 

   ードルは高いかもしれないが、この機会を前向きに捉えて挑戦していく方向がよ

いと思う。 

・ある企業は、平成 16年の売上が 85億だった際、売上の約 40%が健康食品。現在

は売り上げの 7～8％の売上。健康食品の売上が 40%(4割)に回復すれば、業績は

確実に回復すると思う。 

 

 

－第 1回目研究会の様子－     
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②  第 2回 

  日時：平成 27年 11月 4日（水）10:00～11:30 

場所：(公財)沖縄県産業振興公社 第一会議室  

参加状況：15社、21名 

内容：文献調査の経過報告、SR勉強会、プロモーション報告、調査事業（市場動向

等）報告、今後の取り組みについて説明、意見交換  

 

a本事業共同事業体からの説明と報告 

・勉強会への参加状況、WEB カタログ、機能性の SR 文献調査状況及び、研究体制  

の構築支援体制、機能性表示食品の届出状況や、沖縄の機能性食品は機能的・安

全性・情緒的な 3つの価値を合わせもつ商品が沖縄のブランドになると考えると

説明した。 

 

b.意見交換 

  （安全性について） 

・ヒト試験や動物試験などの新たにコストがかかる新素材より、既に食経験のある

素材が安全性を担保しやすいと考える。 

・食歴（安全性）については、沖縄で公的な記録として作成された古書（御膳本草）

なども参考データとしてリストアップできないか。県外の大手企業より「安全性

を示すものとして 3世代、1万人以上の人が 30年以上食されてきた経験が必要に

なる。」という話があった。 

 

  （素材について） 

・シークヮーサーのノビレチンを油抽出したアディポネクチンのマーカー（健康長

寿）について先月放送（NHK）された。今後も継続して調べてほしい。 

・北海道では、中国で 3千年の歴史がある素材を道内で栽培し成分を強化後、日本

の技術の加えて機能性を強化した商品を中国に販売。原産国で認知度の高い素材

は受入れられやすい。 

・先ずは、沖縄にある素材をしっかり産業化できるように整理し、シークヮーサー

のように経済的波及効果の大きい素材のエビデンスの確保を希望する。 
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－第 2回目研究会の様子－ 

 

③ 第 3 回 

  日時：平成 28年 2月 18日（水）9:30～12:00 

場所：(公財)沖縄県産業振興公社 第一会議室  

参加状況：14社、22名 

内容：各機関の取り組み状況報告、意見交換   

 

a. 本事業共同事業体からの説明と報告 

・機能性表示食品の届出状況や訴求する機能性や消費者アンケートの調査状況につ

いて報告した。また、基本戦略として、価値のある模倣困難性を高める三拍子戦

略及び、戦略素材の選定、ストーリー重視の市場アプローチなど沖縄機能性食品

の課題構造と課題解決手段及び、機能性食品支援ネットワークなどの案について

説明した。 

 

b.意見交換 

（機能性表示食品制度について） 

・機能性表示への対応は自社単独では人材の確保も難しく、資金的に対応は厳しい。

業界全体での取り組むことは重要だと考えている。 

・この事業のシステマティックレビューの勉強会で、届出書類の受理に向けテクニ

カル的な部分の説明が参考になった。 

・クルクミンの肝機能について、GOT、GPT のセッティングについてもまとめてほ  

しい。 

・機能性や安全性に関する文献をまとめるのはメーカーとして助かる。 

・機能性表示にチャレンジしたいが、どの機能性を訴求するべきか利益率だけでな
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く市場ニーズを認識し消費者とのミスマッチがないようにする必要がある。 

・モズク関連の商品は、どの機能性で申請するか悩む。利益率の高い商品でチャレ

ンジしていきたいが、販路を優先しないといけない。 

・他県と差別化するためには、沖縄の素材にエビデンスが必要。沖縄の素材は文献

が少ない。 

・もろみ酢でも機能性表示を視野に入れる必要があると感じている。このままだと

売上が落ち続ける恐れがあり、何らかのブレイクスルーが必要である。 

・東京に営業に行った際、機能性表示を行うことで受注が伸びていると聞いた。ド

ラッグストアへのアプローチがしやすくなったと聞いている。 

 

（ブランド力強化戦略について） 

・機能性表示食品制度への対応だけでは、大企業との競争に勝てない。沖縄素材が

目指すものとして、三拍子戦略は的確だと思う。 

・本事業をきっかけとして業界内にまとまりが出てきたと感じる。 

・大手に対抗するにはオール沖縄で企業の枠を超え沖縄の独自性を活かす事が良い

と考える。 

・沖縄というキーワードでまとまって発信すれば売りやすくなると思う。 

・事業を通して沖縄ブランドを発信することで、ローカルブランドの信頼性が高ま

ると期待している。 

・三拍子戦略は最低ラインとすべき。今後は各企業にも消費者クレームに耐えられ

る力を付けることが必須であると感じている。 

 

 

（今後の課題について） 

・三拍子戦略を実現するため、各企業とも商品企画力とマーケティングが重要課題

となる。 

・沖縄にたくさんの薬草がある。新たな素材の発掘も重要であるので引き続き調査

して欲しい。 

・沖縄素材の中からトップランナーとなる商品を作る必要があると考える。 

・沖縄の素材でエビデンスを整えた場合、県外企業等に原材料だけ持って行かれな

いようにするため、しっかりと業界内でルール作りをすることが重要である。 

・独自認証制度については、優良県産品や、県が認証するとお墨付きが与えられる

イメージがあるが、企業が市場の中で活用しやすい制度を目指した方がよい。多

くの認証マークがあり、マークの認知度も重要である。事業者参加型で独自の認

証制度について検討する必要がある。 
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－第 3回目研究会の様子－ 

 

 

  



144 

 

 

 

（２） 事業者向けセミナー 

県内の健康産業関連企業を対象として、機能性表示食品制度の周知を図るととも

に、新制度による市場成長の可能性等について専門家の意見を紹介し、参加者に沖

縄の強みを生かした健康食品づくりについて考えてもらうことを目的とした講演

会を実施した。終了後には来場者にアンケート（『６資料編』参照）を記載。 

セミナーチラシ 
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 ① 開催結果 

・来場者数 … 75名 

・アンケート結果 … （『６ 資料編』参照） 

 

② 考察 

アンケートによると、消費者動向から市場動向まで網羅されている内容であったた

め、県内企業として非常に参考になることが多く有益であったと評価できる。特に、県

内企業が今後、機能性表示食品制度の活用を検討するかどうかの判断材料を多く得るこ

とができたと考える。一方、参加者からは、県産素材の可能性や、健康食品市場におけ

る沖縄の強み等についても、より踏み込んだ内容を聞きたかったとの要望があった。 

今回、セミナー受講前に機能性表示食品制度について詳しく知らなかった参加者が

約半数だったが、受講後は概ね理解できたとの評価であった。また、同制度が沖縄健康

食品産業の成長に繋がると考える方が 64％であったことから、本セミナーの目的は達

成できたものと考える。 

今後も、継続的に、今回のような県外の有識者を招いての講演会を開催し、健康食

品表示等の制度やマーケットの状況等について県内企業向けの情報提供を行う必要が

あると感じた。 
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（３） 勉強会 

機能性表示食品の届出に必要なシステマティックレビューの手法等について、県

内健康食品関連企業の研究者を対象とした勉強会を開催した。 

 

①概要 

9月～12月の期間に県内企業の担当者向けに 4回勉強会を行った。 

講師：竹田竜嗣（横浜薬科大学客員講師） 

勉強会は各回共に午前、午後の 2部構成とした。 

・午前の部 … 実際に提出された届出書類を使用して、記入方法の解説 

・午後の部 … 事務局側で作成している届出書類について、公開実技指導を実施 

 

a.第 1回 

・午前の部 … 「システマティックレビューの届出書類を読み解く」 

・午後の部 … 「システマティックレビュー公開実技指導」 

b.第 2回 

・午前の部 … 「安全性についての解説」「DB（PubMed）の使用方法」 

・午後の部 … 「システマティックレビュー公開実技指導（クエン酸）」 

c.第 3回 

・午前の部 … 「相互作用について」「作用機序について」 

・午後の部 … 「システマティックレビュー公開実技指導（クエン酸）その 2」 

d.第 4回 

・午前の部 … 「機能性表示食品制度」届出書作成ポイントについて（総まとめ） 

・午後の部 … 「機能性表示届出書 安全性、作用機序公開実技指導（クエン酸）」 
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②開催結果 

a.参加者数 

・第 1回 

午前の部 … 10名 

午後の部 … 7名 

・第２回 

午前の部 … 8名 

午後の部 … 6名 

・第３回 

午前の部 … 11名 

午後の部 … 7名 

・第４回 

午前の部 … 10名 

午後の部 … 9名 

 

⑤考察 

県内健康食品関連企業の研究者を対象とした専門的な勉強会であったが、毎回、

機能性表示食品制度やシステマティックレビューについての基本的な事項の説明

があり、参加者からは講師の説明が分かりやすかったとの評価が高かった。回が進

むにつれて、随時復習も織り交ぜながら勉強会を進める等、より深く理解させるた

めの工夫もあった。また、講師の竹田氏は各企業の届出支援を行った経験が豊富で、

具体的な届出事例を用いた説明や「受理されなかった理由」等、公開情報からは得

られない内容についての説明も数多くあった。アンケート結果から、全体として参

加者の理解度及び満足度は高く、本勉強会の講師選定及び内容設定は的確であった

と考える。 

全４回の勉強会を通して、機能性表示食品の届出に必要な内容は一通り網羅する

ことができた。しかしながら、3月末現在で県内企業から機能性表示食品の届出が

受理されていないこと、また制度変更への対応や届出に必要なエビデンスレベル等

のトレンド把握等が必要なことから、今後も引き続き同様の勉強会の開催や届出を

行おうとする企業等へのアフターフォロー等が必要であると考える。

 


