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１ 事業概要 

 

（１）事業目的 

平成 27年度から食品の新たな機能性表示食品制度が開始され、今後、健康食品市場

はさらなる活性化と競争激化が予想される。 

その中で、沖縄には他地域にはない特有かつ健康食品素材として有望な農水産物が豊

富に存在しており、健康食品産業は、本県経済振興の一翼を担う移出型産業として成長

する高いポテンシャルを有している。 

機能性表示食品制度の導入を本県健康食品産業の大きな成長機会とするためには、同

制度で求められる優れた品質と機能性を満たすことに加え、他地域との差別化により健

康食品の沖縄ブランドを確立することが重要である。 

本事業は、機能性表示食品制度を活用しながら、県産健康食品の販路拡大を図るため

の短期的・長期的なブランド力強化戦略を検討し、地域・業界が一体となって取り組む

推進モデルを取りまとめ、戦略を具現化するための効果的なプロモーション活動を実施

することにより販路拡大を図ることを目的とする。 

 

（２）実施体制 

当事業は、事業共同体（JV）として以下の 4 機関で実施した。
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（３）事業内容 

ア．事業実施体制の構築 

 

イ．ブランド力強化戦略と推進モデル作成における事前調査 

①検討委員会の設置・運営 

②戦略検討のための基礎調査 

a．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 

b．新制度導入後の市場動向調査 

c．先行地域の動向調査 

d．研究体制の構築支援に係る調査 

e．県内事業者の対応状況調査 

f．戦略検討の議論を深めるための取り組み 

 

ウ．県内健康食品関連事業者向け研究会等の開催 

①機能性表示制度に関するセミナーの実施 

②機能性表示制度届出に向けた勉強会 

 

エ．沖縄ブランド確立に向けたプロモーションの実施と販路開拓 

①WEBカタログの制作 

②沖縄産業まつり出展 

③首都圏アンテナショップでのイベント実施 

④健康博覧会出展 
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（４）スケジュール 

  以下のスケジュールで、当事業を遂行した。 

 

 

 

  

基
礎
調
査

セ
ミ
ナ
ー

等

事
業
全
体

上 中 下 上
項　　　目

4月 5月 6月 7月 8月

下 上 中 下 上 中 下 中 下上 中 下

３月

上 中 下 上 中 下 上 中

9月 10月 11月 12月 1月 2月

下 上 中 上 中 下 上 中 下上 中 下

機能性表示食品制度セミナーの開催

検討委員会の設置、開催

★

★★★

県内素材に関する情報収集
（食経験、文献調査（安全性・機能性））

文献収集ノウハウ習得のための勉強会

新制度移行後の市場動向調査

★ ★ ★★

★ ★

研究機関等の支援体制構築に係る調査

県内事業者の対応状況調査

販
路
開
拓

WEBカタログ

★★エビデンス機能性表示研究会 ★

見本市出展 ★

県外アンテナショップイベント

県民向けイベント

先行地域調査

ブランド戦略・推進モデルの策定

★

健康博覧会2016

健康博覧会
2016

沖縄産業まつり

食品開発展
2015
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２ 沖縄機能性食品ブランド力強化戦略の検討 

 

（１）検討委員会の設置目的 

  有望機能性素材の選定や販路開拓方策、事業者支援方策、人材育成方策等のブラン

ド力強化戦略の検討を行い、推進モデルを策定するため、検討委員会を設置した。 

 

（２）委員名簿 

 

 

 

 

 

NO 役　名 ジャンル 氏　名／職　名

屋　宏典

国立大学法人琉球大学　副学長（産学官連携担当）

竹田　竜嗣

横浜薬科大学客員講師(TESホールディングス学術顧問）

山田　敦郎

グラムコ株式会社　代表取締役社長

宮城　幹夫

金秀バイオ株式会社　代表取締役社長

武田　猛

株式会社グローバルニュートリショングループ　代表取締役

並木　万希

独立行政法人中小企業基盤整備機構沖縄事務所
地域活性化支援チーフアドバイザー

座安　治

沖縄県商工労働部ものづくり振興課　課長

1 委員長 工業技術、研究開発

2 委員 機能性食品表示

3 委員 ブランディング

4 委員 業界（県内）

5 委員
健康食品分野

市場動向、法規制

6 委員 経営、マーケティング

7 委員 沖縄県
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（３）オブザーバー、事務局名簿 

 

 

 

 

 

オブザーバー
NO 会　社　名 職　名 氏　　名

1 株式会社沖縄県物産公社 代表取締役専務 宮城　尚志

2 沖縄県工業技術センター 食品・化学研究班 鎌田　靖弘

事務局
NO 会　社　名 職　名 氏　　名

1 （公財）沖縄県産業振興公社 経営支援部長 大村　和久

2 （公財）沖縄県産業振興公社
経営支援部経営支援課
プロジェクトマネージャー

照屋　隆司

3 （公財）沖縄県産業振興公社
経営支援部経営支援課
主事

新崎　康利

4 （公財）沖縄県産業振興公社
経営支援部経営支援課
主任アドバイザー

上地　卓也

5 （一社）トロピカルテクノプラス 専務理事 渡嘉敷　唯章

6 （一社）トロピカルテクノプラス 営業企画部　薬学博士 廣瀬　美奈

7 （一社）トロピカルテクノプラス 営業企画部　理学博士 吉野　敦

8 （株）沖縄TLO 経営企画室長 照屋　潤二郎

9 （株）沖縄TLO 産業政策研究室長 大井　佐和子

10 （株）沖縄TLO コーディネーター 與儀　勝利

11 （株）沖縄TLO コーディネーター 又吉　壮輝

12 （株）沖縄TLO コーディネーター 稲嶺　伸作

13 沖縄県健康産業協議会 会長 大道　敦

14 沖縄県健康産業協議会 事務局 谷井　こずえ
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（４）検討委員会 

検討委員会 開催日時 開催場所 検討内容 

第 1回 

検討委員会 

平成 27 年 

8月 7日(金) 

14:00～17:00 

(公財)沖

縄県産業

振興公社

第1会議室 

第一部 事業計画及び進捗状況 

Ⅰ事業の目的及び委託業務 

Ⅱ想定されるアウトプット 

①ブランド力強化戦略と推進モデルの作成 

②県内健康食品関連事業者向け研究会等の開催 

③沖縄ブランド確立に向けたプロモーションの

実施と販路開拓 

第二部 戦略策定調査の状況 

Ⅰブランドコンセプトの仮設設定 

Ⅱ機能性表示に向けた文献調査 

第 2回 

検討委員会 

平成 27 年 

11月 4日(水) 

14:00～17:00 

沖縄産業

支援セン

ター309小

会議室 

第一部 事業経過報告 

Ⅰ勉強会及び文献調査 

Ⅱプロモーション（WEBカタログ、産業まつり） 

Ⅲ調査事業（市場動向調査、研究体制構築支援

に係る調査） 

第二部 事務局より提案          

Ⅰ基本戦略の提示 

第 3回 

検討委員会 

平成 28 年 

2月 29日(月) 

14:00～17:00 

沖縄産業

支援セン

ター3階中

ホール312 

第一部 事業報告の部 

Ⅰ事業計画の確認 

Ⅱ事業報告 

１沖縄県産業振興公社（セミナー、プロモーシ

ョン等） 

２沖縄県健康産業業議会（業界としての取り組

み等） 

３トロピカルテクノプラス（文献調査、システ

マティックレビュー等） 

４沖縄TLO（消費者調査、企業調査等） 

第二部 戦略策定の部 

Ⅰ戦略案の説明 
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（５）検討成果（戦略と推進モデル） 

ア．戦略策定の趣旨 

①本県機能性食品産業の状況 

沖縄には他地域にはない特有かつ健康食品素材として有望な農水産物が豊富に存

在しており、健康食品産業は、本県経済振興の一翼を担う移出型産業として成長する

高いポテンシャルを有している。しかしながら、本県健康食品産業の出荷額は低迷し

ており、その要因の一つとして食品の機能性表示に関する次のような状況がある。 

薬事法等の規制下において、健康食品の効果効能に関しては科学的根拠に基づき健

常者を対象とした一定範囲の保健機能の表示に限り認めるものとして、特定保健用食

品及び栄養機能食品が制度化されている。前者は最終製品による臨床試験に基づいた

安全性や保健機能の科学的根拠（エビデンス）を国が個別に審査する制度であり、中

小企業にはハードルの高い制度である。後者は無審査無届制であるものの、認められ

る機能性表示は規定されたビタミン及びミネラル類の栄養機能に限定されており、健

康食品素材の多様な成分や機能に対応するものではない。こうした法制度の下で、沖

縄の健康食品はその機能性を消費者に伝えるための十分な手段を持ちえず、全国市場

において強い訴求力を発揮できない状況がある。 

平成 27年 4月にスタートした機能性表示食品制度は、国の定めるルールに基づい

て、商品に付する保健機能表示とそれを科学的に論証する資料や安全性を示す資料を

消費者庁に届け出ることにより、事業者の責任において商品への保健機能表示が可能

となる制度であり、従来に比べて機能性表示のハードルが大きく引き下げられた。こ

のことにより、機能性食品の市場が拡大するとともに地方の食品産業界による同市場

への参入が活性化することが期待されている。 

②目指す姿と戦略策定のねらい 

本戦略では、機能性表示食品制度の導入を契機として活性化する機能性食品市場に

おいて、エビデンスに基づいた優れた品質の沖縄機能性食品が、沖縄ならではの付加

価値により他地域や大企業の商品と明確に差別化され、かつ容易に模倣されない独自

性の高い健康食品の沖縄ブランドを確立することを目指す。 

沖縄ブランドの確立とは、すなわち、沖縄産健康素材のポテンシャルを商品価値へ

と顕在化させ高い商品競争力を持続的に獲得することである。そのためには、機能性

表示食品制度施行後の市場状況や法的制約条件等の変化、及び本県健康食品産業の実

情を踏まえた上で、企業、業界団体、産業支援機関、行政が適切な役割分担のもと一

体となってブランド力強化を図るための方向性と方策を示す必要がある。こうしたね

らいから、機能性表示食品制度施行から概ね 5年間で沖縄ブランドを確立することを

目標とした沖縄機能性食品ブランド力強化戦略を立案した。 
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イ．沖縄機能性食品ブランド力強化戦略 

①課題設定 

本戦略を策定するに当たり、二つの戦略策定フレームワーク（SWOT と VRIO）を用

いて本県の機能性食品産業の現状と問題点の認識について整理し、課題設定を行った。 

 

表２－１．沖縄機能性食品の競争力に関する現状認識 

 

 

表２－２．沖縄機能性食品の競争力強化に向けた戦略的問い 

 

※VRIOフレームワークは Jay B. Barney 企業戦略論【競争優位の構築と持続】による 

 

県産健康食品が機能性食品市場に参入するためにはエビデンスに基づいた機能性

を追求しなければならないが、その上で競争力の強みとなるのは日本で唯一の亜熱帯

性気候下で産する生物資源が活用されていることと、そうした環境下での独自の自然、

文化、歴史を背景とした強い差別化要素を持っていることである。 

しかし、本県の健康食品産業界はほとんどが中小零細企業であり、エビデンスに基

づいた機能性食品を開発するための十分な研究開発体制を企業単独では保有してい

ない（表２－１）。 

このような現状認識において VRIOの問いに答えると（表２－２）、次に挙げる課

題が導き出される。 
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・本県の健康食品企業が機能性食品市場に参入するのを促進するために、保健機能

のエビデンスを得るための有効な仕組みを構築すること。 

・機能性食品市場における沖縄産機能性食品の競争力を高めるために、機能性に加

え 沖縄ならではの情緒的要素を活かした沖縄ブランドを確立すること。 

・こうしたブランド力の強化を図るために、本県中小企業が機能性食品市場に参入

し優位な競争力を得るために必要な機能を業界全体で共有できる体制を構築す

ること。 

 

こうした課題を踏まえ、ブランド力強化のために必要な要素を次のように設定し、ブ

ランド力強化戦略を策定した。 

 

【ブランド力強化戦略の構成】 

 １ 沖縄機能性食品の基本要件 

 ２ 戦略素材の選定 

 ３ 沖縄機能性食品のブランドコンセプトの設定 

 ４ 沖縄ブランドの可視化方法と市場アプローチ 

 ５ 戦略素材のエビデンス強化対策 

 ６ ブランド力強化体制の構築  
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②ブランド力強化戦略 

 

１ 沖縄ブランドの基本要件－価値ある模倣困難性を高める三拍子戦略 

沖縄産健康食品が機能性食品市場に参入し、優位な競争力を獲得するためには強力な

沖縄ブランドを構築する必要がある。そのブランド戦略として最も基本的な３要素を以

下に示す（図２－１）。 

a.機能的価値：機能性食品市場に参入するためには、保健機能や栄養的価値（成分組

成が栄養学的に優れていること）がエビデンスに基づいて説明できるものでなければ

ならない。 

b.情緒的価値：保健機能や栄養的価値だけでは大企業等との差別化が難しく優位な競

争力を持てない。機能的価値に加え、沖縄の伝統的健康素材が持つストーリー性によ

って差別化を図ることができる。 

c.安全・安心：機能性食品として安全であり、消費者に安心を与えるものでなければ

ならない。その為には、安全な原材料が用いられ、信頼性の高い品質管理が求められ

る。 

図２－１．沖縄機能性食品の三拍子戦略 

 

a.機能的価値 

機能的価値の中心となるのは保健機能や栄養的価値であるが、これらはエビデンスに

基づいた価値訴求がなされなければならない。このことは、機能性食品市場に参入する

ための必須事項である。 

ここでいう「エビデンスに基づく」とは、ヒトを対象とした臨床試験によってその機

能性が支持されているものをいうのであり、試験管実験や動物実験など機能性のスクリ

ーニング段階にあるものではないことに留意する必要がある。図２－２にエビデンス構

築の階層と機能性表示食品制度の要求事項の関係を示した。本戦略は機能性表示食品制

度を適用しない機能性食品も対象とするが、保健機能のエビデンス構築度を評価するに

あたっては同制度の考え方が参考になる。 
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図２－２．エビデンス構築の階層と機能性表示食品制度の要求事項 

 

尚、特定の機能についてエビデンスが示された機能性食品の他、以下に示すように優

れた栄養補給機能を有するものも、機能的価値を創出しうる。 

・日本人が不足しがちな栄養素（食物繊維、カルシウムなど）や取りすぎが懸念され

ている栄養素（食塩、糖質、脂質）の適切な摂取に役立つもの 

・国の健康栄養政策において生活習慣病予防等の目的で積極的な摂取が推奨されてい

る栄養素を有意に含むもの 

・栄養機能食品としての規格基準に合致しているもの 

 

b.情緒的価値 

 情緒的価値においては、沖縄の自然風土や歴史文化を活かした価値を創出することが

重要である。沖縄の食材や食文化は、他地域県とは異なる自然環境や歴史文化、独特な

風習などによって魅力づけられている。また、機能性食品を取り扱うメディア関係者か

らはニュースバリューの要素としてストーリー性を重視するという声が聞かれる。表２

－３に、沖縄機能性食品の情緒的価値を創出するキーワードを例示した。 

 

表２－３．情緒的価値創出のキーワード 
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c.安全・安心 

製品の安全と消費者の安心が確保されることは機能性食品の大前提であり、沖縄機能

性食品においては具体的に以下の状況が望ましい。 

・原材料 

➤食経験の豊富な原材料が用いられているか、もしくは厚生労働省「自主点検ガイ

ドライン」によって点検されていること。 

・品質管理 

 ➤次のいずれかの方法で品質管理が行われていること。 

○食品安全のための規格化された品質管理システム 

（健康食品 GMP、HACCP、ISO22000、FSSC22000等） 

○国際規格の品質管理システム（ISO9000 シリーズ等） 

○業界自主基準の遵守 

○透明性の高い品質管理手法（品質管理マニュアルの公表） 

➤消費者への適切な情報開示、クレーム対応体制が整っている。 

・コンプライアンス 

➤食品衛生法、食品表示法、健康増進法、景品表示法、計量法、特商法等、関連法

令を遵守すること。 

 

２ 戦略素材及び戦略成分の選定 

本県には多種類の健康食品素材があるが、保健機能に関する研究の進展度や食経験

の豊富さについては種類によって差がある。また、沖縄ならではのストーリーを構築

するのに重要な要素である伝統性についても、古くから沖縄で利用されている素材も

あれば、近年になって沖縄に導入された素材もある。ブランド力強化を図るためには、

こうした素材群の中から三拍子戦略の実現性が高いものを選抜する必要がある。 

そこで、数ある沖縄産健康素材の中から、三拍子戦略に沿った次の価値の充足度に

ついて評価を行った。 

 

①機能的価値の充足度 

保健機能に関する信頼度の高い臨床試験の実績がある。 

②情緒的価値の充足度 

沖縄の伝統素材であり、ストーリー性がある。 

③安全・安心の充足度 

食経験が豊富、あるいはガイドラインに則った原材料の安全性自主点検がなされ

ていることで、安全性確保のコストが低い。 
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評価の結果、①②③すべての充足度が高い素材を戦略素材 A群とした。また、①の

充足度が低いものであっても、②及び③の充足度が高く、産業界の期待度や消費者の

好感度が高い素材については戦略素材としての潜在力が高いと考えられ、機能性研究

が今後進展することを条件に戦略素材 B群とした。 

さらに、保健機能に関するエビデンスの構築度と安全性が高く、沖縄伝統素材に広

く分布する成分を戦略成分とした。機能性表示食品は機能性関与成分を含有すること

で機能性を発揮するものでなければならず、特定成分の臨床研究事例について研究レ

ビューがなされる必要がある。多種類の食材に含まれる成分ほどレビュー対象となる

研究事例は多く、有効な機能性を見出せる可能性が高い。よって図２－３に示すマト

リクスを適用して戦略成分を評価した。 

 

図２－３．戦略成分選定マトリクス 

 

 

以上の考え方により、沖縄機能性食品のブランドを牽引しうる戦略素材及び戦略成

分を表２－４のとおり選定した。 

戦略素材 Aとして、保健機能に関する機能性関与成分が明確で、それについての臨

床研究事例が豊富に存在し、かつ食経験が豊富で安全性確保のコストが低い伝統素材

である、シークワーサー、もろみ酢、もずく、ウコンを選定した。 

戦略素材 Bとして、戦略素材 A群ほど機能性研究は進んでいないが、沖縄産健康素

材として消費者の認知度や好感度が高く、業界による品質管理やブランド化の取り組

みが進んでいる素材である、ゴーヤー、春ウコン、パパイヤを選定した。 
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戦略素材については、業界による品質保証やブランド化の取組が進んでいる。シー

クワーサーに関しては沖縄県健康産業協議会「シークヮーサー品質管理基準」が制定

されており、もろみ酢に関してはもろみ酢公正取引協議会及び琉球もろみ酢事業協同

組合が設立されている。また春ウコンに関しては、沖縄県春ウコン事業協同組合が設

立されている。 

 

表２－４．沖縄機能性食品の戦略素材及び戦略成分 

 

 

戦略成分としては、クエン酸、γ‐アミノ酪酸、β‐クリプトキサンチン、β‐カ

ロテンを選定した。クエン酸は、もろみ酢の他、柑橘系果実の酸味成分としてシーク

ワーサーやカーブチー、タンカンなど県産柑橘果実にも豊富に含まれている。γ‐ア

ミノ酪酸は発酵食品や穀類、野菜類などに含まれており、同成分の含有量をアピール

する県産健康食品は多い。β‐クリプトキサンチンは機能性表示食品の関与成分とし

て受理された実績がある成分で、県産果実などにも含まれている。β‐カロテンは臨

床研究事例が多い抗酸化物質で、同成分を豊富に含む県産果実や野菜類が多種類存在

する。 

 

 

３ 沖縄機能性食品のブランドコンセプト 

機能的価値、情緒的価値、安全・安心の三拍子戦略をとる沖縄機能性食品の訴求力

は、その原料となる健康素材が持つ特性や歴史的背景等の影響を強く受ける。したが

って、ブランドコンセプトは素材が持っている機能的価値や情緒的価値を包含し、こ

れらが統合された思想として案出する必要がある。 
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そこで、図２－４に示すように基礎調査として行った戦略素材の機能性やストーリ

ー性に関する情報をもとに各素材の価値を統合してブランドコンセプトの検討を行

い、グラムコ（株）の提示するフレームワークを用いてブランドコンセプトを記述し

た（図２－５）。 

 

 

 

図２－４．戦略素材からブランドコンセプトへの統合 
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図２－５．沖縄機能性食品のブランドコンセプト 

 

 

 

沖縄機能性食品のブランド化を進めるにあたっては、上記のブランドコンセプトに

基づいてブランドの可視化を図る。その際には、複数の戦略素材の組み合わせによっ

て「沖縄」が立体的にストーリー化されて情緒的価値を創出し、また、語られた「沖

縄」のスト―リーがそれぞれの素材や商品の機能的価値や安全・安心の伏線となるよ

うに作成する。表２－５に沖縄ブランドの情緒的価値を生み出す素材別のキーワード

を着色して例示した。一つの素材から連想されるキーワードは限定的だが、これらの

素材が組み合わされることで「沖縄」の情緒的価値を総合的にストーリー化すること

ができる。 
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表２－５．戦略素材 A群の情緒的価値を生み出す役どころ（着色部分）

 

 

４ 沖縄ブランドの可視化方法と市場アプローチ 

 a.機能性エビデンス、商品形状、ターゲットシーンに応じたカテゴリー選択 

機能性食品市場には複数のカテゴリーが存在する。これらには、国が定めた制度

によって作られたものと、民間団体の認定等によるものがある。前者は保健機能に

関するエビデンスの構築状況に基づいて制度化されており、後者は国の制度程厳格

ではないが一定のエビデンスによる裏付けが求められ、かつ、消費者のライフシー

ンを意識した訴求商品のカテゴリーを形成している。 

国の制度としては、特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品があり、こ

れらは保健機能の表示が可能である。特定保健用食品は、最終商品を用いた臨床試

験による国の審査が必要である。機能性表示食品は、国の審査は不要で、最終商品

を用いた臨床試験、または既報論文のシステマティックレビューのいずれかにより

保健機能のエビデンスを評価し、国へ事前届出を行う。栄養機能食品は、国による

エビデンス評価に基づいてビタミン・ミネラルの規格基準が定められており、審査

や届出は不要である。また、ヘルシーDo は機能性に関する科学的研究が行われて

いる事実を論文評価によって北海道が認定する制度であり、認定の対象を北海道産

の機能性食品に限定している。 

他方、民間団体の活動としては、「沖縄スーパーフード」や「機能性おやつ」が

あり、これらは具体的な機能性表示はできない。沖縄スーパーフードは、健康維持

に役立つことが期待できる成分を含むことが客観的なエビデンスで示された沖縄

産健康食品に対して認証を与えている。機能性おやつは、保健効果があるとされる
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成分を一定量含んだ食品として『日本を健康にする！』研究会が推奨している。（表

２－６）。 

 

表２－６．エビデンス構築の難易度と機能性食品カテゴリー 

 
（※）表中の「難易度」とは、商品の保健機能を訴求するために事業者か取り組まなければならないエ

ビデンス構築の難易度を示す。栄養機能食品は国によるエビデンス評価に基づいて規格基準化されてい

るため、事業者にとっての難易度は低いが機能性表示の信頼度は高い。 

 

 

図２－６．機能性食品カテゴリーのポジショニング 

 

何が必要とされるか 難易度（※）

あらゆるシーン

機能
表示

カテゴリー
エビデンス 制度の

タイプ
識別 ターゲットシーン

あらゆるシーン

機能性おやつ 保健機能成分を含有
民間団体
推奨

不可

栄養機能食品
国が栄養機能を認めたビタ
ミン・ミネラルを含有

可

最終製品による臨床試験又
は関与成分に関するSR等

無審査届
出制

可

沖縄スーパーフード

特定保健用食品
個別審査
による国の
許可

許可
マーク

機能性表示食品
制度名
表示

最終製品による臨床試験 可

食事シーン
（トッピング的）

規格基準
型無審査
無届

制度名
表示

ヘルシーDo
配合成分について科学的な
機能性研究が行われた事
実の認定

北海道の
審査による
認定

不可
認定
マーク

あらゆるシーン

あらゆるシーン

推奨
マーク

保健機能成分含有又は優
れた栄養成分組成

認定
マーク

間食シーン
（代替的）

民間団体
認定

不可

高

低
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また、機能性食品は一般的な加工食品のような形状ものから医薬品に似た形状の

サプリメントまであり、上記の機能性エビデンス構築度によるカテゴリーによって

その形態・形状の傾向に違いがある（図２－６）。 

尚、行政的に制度化されたカテゴリーは特にターゲットや消費シーンを選ばない

が、「沖縄スーパーフード」は毎日の食事にトッピングしたり混ぜ合わせる等の摂

取方法が提案され、「機能性おやつ」は文字通り機能性成分を摂取できるおやつと

しての活用が提案されている（表２－７）。このように具体的なターゲットシーン

を想定して認証を与える民間団体は団体独自の情報発信活動を行っている。よって、

こうした民間団体の認証を得ることはマーケティング手法の一つとして有効であ

る。 

表２－７．各カテゴリーのターゲットシーン 

 

 

b.沖縄ブランドを創出する認証制度 

三拍子戦略とブランドコンセプトに則った沖縄機能性食品を新たなカテゴリー

として可視化しブランド力を強化するための方策の一つとして、ブランド認証制度

の創設が考えられる。一定水準以上の沖縄機能性食品に対してブランド認証を与え

ることは、以下の点で有効である。 

 

・消費者に選ばれやすくなる 

機能性や安全性について第三者の評価を経ていることで消費者が安心して商品

選択することができる。 

・ブランドとしての訴求力が強まる 

統一したブランドコンセプトに基づいて商品価値を表現することで、沖縄ブラン

ドとしての存在感が増し、訴求力が生まれる。 

・チャネル戦略に有効 

流通・小売業者や情報メディアに対して、明確なコンセプトをもって商品群の提

案ができる。また、三拍子の価値を尺度としてスクリーニングされた商品は相手

方の信用を得やすい。 
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・商品開発の目標基準となる 

三拍子の価値に認定基準を設けることによって、新商品開発や商品改良の目標基

準が業界に示されることになる。 

 

沖縄機能性食品ブランドの認証制度を設計するにあたっては、先行する他地域の認

証制度の長所・短所を踏まえながら、以下の点を考慮に入れるべきである。 

 

・三拍子戦略への適合性を評価する。 

・ブランドコンセプトへの適合性を評価し、ストーリー性を重視する。 

・県外消費者や流通チャネル、情報メディアの視点を反映させる。 

・認証が流通チャネルや情報メディアへのアプローチにおいて強力なアドバンテー

ジとなる仕組みを構築する。 

・他の認証制度との整合性や兼ね合いを考慮する。 

 

c.市場への集団アプローチ 

  市場において沖縄ブランドを確立するためには、三拍子戦略とブランドコンセプ

トに基づいた商品の認証等により消費者へわかりやすくその価値を伝えるととも

に、ブランド認証商品群として、集団的にアプローチする手法が有効である。上位

概念であるブランドストーリーの下に、前述のカテゴリーや素材別のストーリーが

あり、さらに個別の商品のストーリーがあるという構造を作って情報発信すること

により、沖縄ブランドとしての訴求力を強化することができる。 

 

図２－７．構造化したストーリーによる認定商品群の展開 
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例えば、ある情報メディアにブランド認定商品の情報を提供する場合には、まず

商品群を包括するブランドストーリーを示し、その次に商品が属するカテゴリー

（機能性表示食品や沖縄スーパーフードなど）の説明やストーリーを示し、その文

脈の中で個別の商品が持つストーリーを示す。このようにブランドストーリーから

商品ストーリーまでを構造的に表現することで、商品単独ではできない奥行きのあ

るブランド訴求が可能となる（図２－７）。 

一方、他の都道府県においても当地の素材を活かした機能性食品の開発が盛んに

行われている。これらの商品も沖縄機能性食品と同様に地域の自然風土や歴史・文

化などが情緒的価値創出の資源となりうるはずである。日本各地の様々な背景やス

トーリーを持った機能性食品の連合によって、健康素材の源泉としての日本を描き

出すことができれば、流通チャネル、情報メディア、消費者に対して強い発信力を

持つことができる（図２－８）。 

 

 

 

図２－８．機能性食品の田舎連合 
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５ 戦略素材のエビデンス力強化対策 

 基礎調査において沖縄で伝統的に利用されている健康食品素材の研究状況につい

て評価した。健康食品素材の研究状況は、機能性表示食品制度が要求する保健機能の

エビデンスと安全性の到達状況を評価し、機能性表示の実現に向けて残された課題を

抽出した（表２－８）。素材によって機能性関与成分、安全性、機能性に関する情報

の集積状況が異なっていることが分かる。 

 

表２－８．機能性表示制度要求事項の到達状況 

 
※表の見方 

【機能性関与成分】 

定量定性：機能性関与成分が同定されている場合においてその成分に関する定量定性技術が技術が確立されている

場合を「〇」とした。 

作業機序：機能性関与成分の作用機序に関して文献中で考察されている場合を「〇」とした。 

【安全性】 

食 経 験：安全性を認めるのに十分な食経験がある場合を「〇」、食経験はあるが限定的でありそれだけでもって

安全性を認めるには議論の余地がある場合を「△」とした。 

文献情報：安全性を認める試験結果が示された文献がある場合を「〇」とした。 

【機能性】 

文  献：機能性に関する臨床試験の文献がある場合を〇とした。 

SR  ：システマティックレビューの文献がある場合を「〇」とした。 
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 a.機能性表示に向けた課題と対策 

戦略素材のより詳細なエビデンスの構築に向けた課題と対策を表２－９及び表２ 

－１０にまとめた。尚、これらのエビデンス研究状況については基礎調査の部で詳 

述した。 

 

・戦略素材Ａ群 

表２－９．機能性表示に向けた課題と対策（戦略素材 A群） 

 

 

戦略素材 A群のもろみ酢については、クエン酸を機能性関与成分とする疲労感改善

効果がシステマティックレビューによって認められた。ただし、疲労感改善効果に対

して肯定的な試験結果を報じた文献の試験設計ではクエン酸の摂取量を一日当たり

2700mgとしたものであった。これは現行のもろみ酢製品によるクエン酸摂取量より

高い値であるため、今回のシステマティックレビューに基づいてもろみ酢の疲労感改

素材名 現状 課題 対策

もろみ酢

クエン酸を一日に2700mg摂取

することで日常疲労感の改善が

期待できる結論をSRで得た。た

だし、現行のもろみ酢のクエン酸

含有量は800mg/100ｍｌ程

度のものが多い。

・現在のSR結論と合致するよう

もろみ酢のクエン酸量を増加させ

る必要。

・現行のもろみ酢製品での機能

性の評価が必要。

・クエン酸の添加など、新たな成

分設計の商品開発。

・より低含量での機能性表示を

可能にするためには臨床試験。

・グリシンやGABAなど他の機能

性成分との併用でのSRもしくは

臨床試験。

ウコン

・クルクミンが飲酒時のアルコール

代謝を促進するという結論をSR

で得た。

・肝機能改善機能に関する機能

性表示の届出が受理された（県

外企業）。

・変形性膝関節症の緩和効果

を支持するSRが存在する。

・飲酒時に限定したアルコール代

謝促進効果の表示は飲酒を助

長しかねないという問題。平時に

おける肝機能改善機能の表示が

望まれる。

・膝の関節機能に関して、病者

でなく健常者を対象とした機能の

評価が必要。

・クルクミンの肝機能に関するSR

もしくは臨床試験。

・健常人を対象とした膝関節機

能改善の臨床試験。

シークヮーサー

・ノビレチンの認知症患者を対象

とした脳機能改善の臨床試験が

報告されており、軽症者も対象に

含まれている。

・抗肥満効果について動物実験

レベルで肯定的な結果が得られ

ている。

・クエン酸のSR結果はシークヮー

サーにも適用可能。

(ノビレチン)

・脳機能改善のヒトでの効果の

評価。

・抗肥満効果の人での効果の評

価。

(クエン酸)

・シークヮーサーの抗疲労効果の

評価

(ノビレチン)

・脳機能改善のSRもしくは臨床

試験

・抗肥満効果の臨床試験

(クエン酸)

・シークヮーサー製品のクエン酸

含有量の把握

・クエン酸とノビレチン等との相互

作用の調査

・シークヮーサーを題材にしたクエ

ン酸SRの論述

モズク

・フコイダンに関して、健常者を対

象とした便通改善効果のRCT試

験と、病者を対象とした胃の機能

改善に関する臨床試

験の報告がある。

・健常者を対象とした論文をベー

スに機能性の確認が必要。

・動物実験等で効果が期待され

ている抗肥満効果についてヒトで

の効果を確認する。

・便通改善に対して現有論文で

SRを行うか、追加的な臨床試

験を実施する。

・抗肥満効果に関する臨床試

験を実施
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善効果を表示するためには、クエン酸摂取量を高めた新たな成分設計による商品開発

が必要である。 

ウコンについては、システマティックレビューにより飲酒後のアルコール代謝を促

進する効果が認められたが、健康食品として訴求する場合に飲酒を助長しかねないと

いう批判も考えられるため、その成果の活用については慎重に検討する必要がある。

尚、ウコンに含まれるクルクミンについては、健常者を対象とした肝機能改善効果に

関する臨床試験論文に基づいた機能性表示の届出事例がある。この機能については現

時点でもシステマティックレビューを行える状況にあるが、科学的根拠の信頼性を高

めるため、より詳細な臨床試験を加えることが望ましい。また、関節機能に関して臨

床試験論文があるが病者を対象としているものであり、今後は健常者を対象とした試

験が求められる。 

シークワーサーは含有成分であるノビレチンの脳機能改善効果について軽症者を

含めた認知症患者を対象にした論文がある。軽症者のデータをシステマティックレビ

ューの対象にできる可能性もあるが、これについては尚検討が必要であり、健常者を

対象にした臨床試験の実施が望ましい。抗肥満作用に関しては臨床試験が実施可能な

状況にある。 

モズクについては含有成分であるフコイダンの便通改善効果に関する臨床試験論

文が 1報あるが、その他の機能に関しては健常者を対象とした論文がない。便通改善

効果についてシステマティックレビューを行える状況にあるが、エビデンスの信頼性

を高めるためには追加的な臨床試験を行うことが望ましい。また、抗肥満効果や胃部

不快感軽減等、他の機能についても作用機序の研究状況を精査した上で臨床試験が求

められる。 

 

・戦略素材 B群 

表２－１０．機能性表示に向けた課題と対策（戦略素材 B群） 

 

現状 課題 対策

ゴーヤー

・国立健康・栄養研究所のデー
タベースによるとヒトの耐糖能
への影響は認められない旨の
総合評価を出されているが、血
糖上昇抑制効果に関する新規
な臨床試験がUMIN登録されて
いる。

・血糖値上昇効果に関する評
価を進める必要がる。
・血糖値関連以外での機能性
について調べる必要がある。

・UMIN登録された血糖値上昇
抑制効果の臨床試験が肯定的
な結果であれば、システマ
ティックレビューを実施する必
要がある。
・民間伝承、体験談の掘り起こ
し
・幅広い機能性に関する研究動
向の調査

春ウコン
・1,8-シネオールについては健
常者を対象とした臨床試験論
文がある

・１,8－シネオールが関与成分
として利用可能かどうかの評
価・判断
・機能性を強く示唆する民間伝
承や体験談の収集

・加工製品中の1,8-シネオール
の含有状況の調査
・利用者の体験談や伝承に関
する調査
・網羅的な成分分析及び文献
調査

パパイヤ
・滋養強壮、免疫賦活等を示唆
する体験談、伝承が豊富
・γ ‐アミノ酪酸を豊富に含む

・体験談、伝承を裏打ちする有
効成分の特定
・γ ‐アミノ酪酸を関与成分とす
る機能性の評価

・機能性及び成分に関する詳細
な文献調査
・γ ‐アミノ酪酸の含有量の把
握とSRの実施
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ゴーヤーは民間伝承の掘り起こしと幅広い機能性に関する文献調査が必要である。

尚、境界域を対象とした血糖値上昇抑制試験が UMIN 登録されており、試験の経過に

注目する必要がある。   

春ウコンは健常者に対する臨床試験が見られないが、春ウコンに含まれる成分であ

る 1,8-シネオールについては健常者を対象とした臨床試験論文がある。ただし、同

成分のような精油成分は加工による損失や変動が大きいことが商品開発のネックに

なると考えられ、他の機能性成分についても探索研究が求められる。 

パパイヤは滋養強壮などの民間伝承と対応する機能性成分に関する文献調査が必

要である。また、パパイヤはγ‐アミノ酪酸を多く含有するので、同成分を関与成分

としたシステマティックレビューを行う必要がある。 

 

・戦略成分群 

戦略成分群（表２-１１）については、クエン酸、γ-アミノ酪酸、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が可能な臨床試験論文があることが分

かっている。β－カロテンについても多くの臨床研究例があるので、文献検索を行え

ばシステマティックレビューの対象論文を抽出することができると思われる。これら

の成分を含有する沖縄伝統素材の中から次の戦略素材の候補を絞り込むことができ

る。 

 

表２－１１．機能性表示に向けた課題と対策（戦略成分群） 

 

 

機能と分布 対策

クエン酸

・抗疲労機能で臨床試験あり。
SR実施。
・もろみ酢、シークヮーサー等に
含まれる

・SR成果の活用
・含有量調査による有望素材選
抜

γ ‐アミノ酪酸

・血圧改善でトクホの関与成分
・中枢神経の興奮抑制
・パパイヤ、モリンガ、もろみ
酢、乳酸発酵食品等に分布

・SRの実施
・含有量調査、有望素材への
SR成果活用

β ‐クリプトキサンチン

・骨代謝改善機能で機能性表
示
・完熟シークワーサー、黄橙色
果実に含有

・SRの実施
・含有量調査、有望素材への
SR成果活用

β ‐カロテン

・幅広い臓器・部位に対する機
能性研究例が豊富。
・プロビタミンAであり、抗酸化ビ
タミンとしても認められている。
・沖縄伝統野菜（緑黄色野菜）
に幅広く分布

・沖縄産素材の含有状況の調
査
・機能（アウトプット）を絞り込ん
だ文献調査
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６ ブランド力強化支援体制 

 

a.課題構造と解決支援手段 

機能性食品としての機能的価値、情緒的価値、安全・安心を満たしブランド力を強

化するためには、機能性に関するエビデンスの構築や品質管理等の取り組み加え、ブ

ランドコンセプトやブランドストーリーを反映させた商品開発・販路開拓が課題とな

る。また、個々の商品を超えた沖縄機能性食品総体としてのブランドの構築・発信も

不可欠である。 

一方で、基礎調査により、こうした取り組みを進めるうえで各事業者が抱える課題

についても次のように明らかになった。 

 

・機能性や安全性のエビデンスを自社で構築するのが難しい。 

・通常業務が忙しく、新たな取り組みに人員を割きにくい。 

・新たな取り組みを行うための予算確保が困難である。 

 

このような本県健康食品産業界の弱点を克服するためには、個々の商品開発に対す

る資金的及び人的支援に加え、業界基盤として沖縄機能性食品総体でのブランド構

築・発信や、機能性食品に必要なエビデンス構築等、業界で成果を共有する仕組みづ

くりが重要である（図２－９）。 

 

図２－９．課題構造と解決支援手段 
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尚、沖縄機能性食品のブランド力強化を支援するにあたっては、市場環境の不確定

要素を踏まえた戦略オプションを念頭に入れておく必要がある。機能性食品の当面の

市場環境に大きな影響を及ぼす要因として景気と連動した国内需要や消費者の購買

力と、機能性表示食品制度下の市場における機能性表示の難易度である。ここでの機

能性表示の難易度とは、機能性表示の実現に向けたハードルが寛大化するかもしくは

厳格化するかである。寛大化要素としては、関与成分の不明確な食品やビタミン・ミ

ネラル等の栄養成分が対象となるかどうかという議論や、システマティックレビュー

に病者を対象とした研究データが許容されるかどうかという議論がある。厳格化要素

としては、すでに臨床試験の UMIN登録の義務化が決まっている他、GMPの義務化や

第三者的なチェック機体制の確立など品質管理や安全性確保に対する要求の厳格化

する可能性がある。 

これらの不確定要素によって近い将来にあり得る市場環境とそれに応じた企業支

援のスタンスとして図２－１０に示す戦略オプションが導き出される。ただし、戦略

オプションは確定的なものではなく、市場環境の変化や県内事業者の状況に合わせて

随時見直しを行い的確に選択する必要がある。 

図２－１０．戦略オプション 
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b.支援機能 

機能性表示食品制度下の市場環境において沖縄機能性食品のブランド力強化を支

援する機能としては、図２－１１に示す機能が求められる。 

調査支援は機能性食品の安全性や機能性に関する専門的調査を代行する機能であ

る。商品開発支援においては、機能性食品としての成分設計や品質管理、適切な食品

表示の作成において専門的な支援を行う。その他、支援対象企業の品質管理体制等の

構築支援や、安全性・機能性を開発するための研究支援、機能性表示食品制度の届出

支援などが必要である。更に、機能性食品の特性に対応したブランド戦略や販路開拓

を支援する機能も不可欠である（図２－１１）。 

尚、これらの支援は異なる複数の専門分野にまたがっているため、プラットフォー

ム機能を持った構成体によってなされる必要がある。 

 

 

図２－１１．機能性食品ブランド力強化支援機能 

 

 

本事業においては、前述の支援機能を効果的に実施するための支援ツールとして、

研究体制構築マニュアル、文献調査マニュアル、バイヤー向け Web カタログの開発を

行った。 



29 
 

 

 

・エビデンス構築支援ツール 

研究体制構築マニュアル及び文献調査マニュアルは、食品素材・成分の安全性・有

効性に関して不足しているエビデンスを把握し、それらを取得するためにの研究体制

構築や文献調査手順であり、食品の研究開発に関する専門用語について一定程度以上

の知識を持っている企業の担当者や企業支援機関の担当者を対象としている。マニュ

アルの活用により、機能性表示食品の届出に必要な研究課題の見落としや、明らかに

したい機能性と研究デザインのミスマッチ、属人的に生ずる研究体制構築へのアプロ

ーチ方法や文献検索結果の差異を小さくすることができる。特に文献調査マニュアル

は、機能性表示食品制度のガイドラインに対応した網羅的な文献検索がおこなえるよ

うに構成している。両マニュアルの構成を表２－１２及び図２－１２に示した。 

表２－１２．研究体制構築マニュアルの構成 

 

図２－１２．文献調査マニュアルの構成 
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・販路開拓支援ツール 

販路開拓支援ツールとして BtoBのマッチングを促進するための Web カタログ「沖

縄健康・機能性食品バイヤーズカタログ」を開発した。バイヤーズカタログは、本県

健康産業が東京などの大消費商圏から遠距離に位置するという販路開拓上の不利を

克服するためのツールである。県産健康食品に関心を持つバイヤーが、一括して沖縄

の機能性食品の商品情報を閲覧でき、そこから個別の企業にアクセスできるプラット

フォームを提供することによって、売り手と買い手のマッチングを促進することがで

きる。また、県産機能性食品を沖縄ブランドとして発信するためには前述した集団的

アプローチが重要であり、多種多様な商品の集合体として見せることで沖縄ブランド

形成に寄与することができる（図２－１３）。 

 

図２－１３．Web カタログの必要性 
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c.支援体制 

これまでに述べてきたブランド力強化戦略を実現するための支援体制としてブラ

ンド力強化支援プラットフォームの体制を図２－１５の通り設計した。 

プラットフォームは、本県に拠点を置く代表的な健康食品業界団体と経営支援機関、

産学連携支援機関、技術調査分析機関で構成する。 

プラットフォームはブランド認証制度等、沖縄ブランドの可視化と市場アプローチ

を支援する総合ブランディング基盤を推進する機能と、個別の商品開発に対するハン

ズオン支援機能を持つ。ハンズオン支援は商品開発、エビデンス構築、品質管理、制

度対応、チャネル戦略、プロモーション、販路開拓と多岐に渡る課題を扱うため、経

営支援機関、産学連携機関、技術調査分析機関に所属する専門的人材が担当する。ま

た、エビデンス構築のための大学等研究機関や民間 CRO 等と企業との連携支援や、マ

ーケティングや加工・品質管理技術など個別課題に対応できる専門家とのマッチング

を行う。 

プラットフォームのフロントオフィスは県内健康食品業界団体が受け持ち、機能性

食品を開発・販売するための課題解決の支援を求める企業のための相談窓口を務める。

また、業界で共同して行うプロモーション活動や機能性食品を販売する上でのコンプ

ライアンス啓発にも取り組む。 

 

図２－１５．沖縄機能性食品ブランド力強化支援プラットフォーム 
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③戦略推進上の課題 

本事業で立案したブランド力強化戦略において、戦略推進上の課題として以下の事

項が挙げられる。 

 

a.戦略顧客の絞り込み 

ブランドコンセプトの立案において「健康や美容の維持向上に積極的で食の機能性

や安全性に関心が高く、かつ、「南の島・沖縄」に親しみと共感を抱く消費者」を戦

略顧客として設定したが、実際にブランド戦略を推進するときはより絞り込んだ戦略

顧客を設定する必要がある。 

ただし、沖縄機能性食品総体としてのブランドは一定範囲の個別の商品戦略を包含

できるものでなければならないため、どの程度の絞り込みを行うかについてはブラン

ド認証基準の検討と関連付けながら議論を進めていく必要がある。 

 

b.チャネル戦略機能の構築 

沖縄ブランドを確実な売り上げにつなげるためには、どのようなルートで情報発信

をするか（情報チャネル）、どのようなルートで商品を消費者に届けるか（販売チャ

ネル）という手段の選択が重要となる。これはブランドコンセプトとも密接に関わっ

てくる。情報チャネルとしてはテレビやラジオ、新聞、雑誌、インターネットなど様々

な伝達媒体があり、またそれらは細分化された消費者ターゲットに適応している。販

売チャネルもドラックストア、食品スーパー、コンビニストア、健康食品店の他、様々

な健康・美容サービス拠点などの実店舗ルートがあり、またインターネットやテレビ、

ラジオ、紙媒体を用いた通信販売ルートもある。 

戦略の効果的な推進のためには、沖縄ブランドのコンセプトと個別商品の販売戦略、

商品の供給可能量など勘案した戦略的なチャネル選択が重要であり、プラットフォー

ムには各企業のチャネル戦略を支援する機能が必要である。 

 

c.情報発信機能の構築 

  先行する地域ブランドの成功要因の一つに効果的な情報発信がある。沖縄ブランド

の世界観や商品・素材の情報などを強力に発信し続ける必要があり、プラットフォー

ムにはその機能が必要である。情報チャネルが多様に存在する中でどのように情報発

信を行うか、外部の専門家も交えた情報戦術を講じる必要がある。 

 

d.戦略素材の掘り起こし 

本事業においては、機能性表示食品としての実現性を考慮して臨床研究が進んでお

り消費者の認知度が高く、かつ沖縄としての独自性を出しやすい素材を戦略素材とし

て選定した。しかし長期的には、さらなる戦略素材の掘り起こしが必要である。した
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がって機能性についてあまり知られていない素材に関する機能性研究も積極的に推

進されるべきである。その為には、機能性食品市場における沖縄ブランドの競争環境

を踏まえた上での大学等研究機関との意見交換や情報提供など、コミュニケーション

を促進する必要がある。 

 

e.業界一体となった取組の必要性 

競争激化が予想される機能性食品市場において本県の機能性食品が沖縄ブランド

として競争力を獲得・維持するためには、様々な経営プロセスにおいて業界としての

協同が求められる。先に述べた市場への集団的アプローチの他、例えば機能性表示の

ために共有するエビデンス情報の取扱、品質管理の業界基準化、製品開発工程の分業

化、機能性成分強化剤の開発と供給など、さまざまなプロセスにおいて業界内の同調

や分業と連携の必要性が高まるであろう。こうした協同環境を醸成するために業界団

体には一層の求心力とリーダーシップの向上が望まれる。 

 

  



34 
 

 

 

３ 沖縄ブランド確立に向けたプロモーションの実

施と販路開拓 

（１） プロモーションの実施内容と成果 

ア．WEBカタログ 

①目的 

多種多様な県内の商品を企業横断的に集約することで、沖縄ブランドとしての訴

求力を強化する。また、ターゲットを消費者ではなく、バイヤーに設定し、明確化

を図る。これまで個別商談や見本市でしかできなかったビジネスマッチングの機会

を新たに創出する。 

 

②背景 

県内健康食品業界は、業界の商品を横断的に集約したサイトがこれまで無かった。

楽天や Amazon 等の ECサイトへ登録している企業も少なかったため、商品を検索

するには、検索サイトに「素材名 商品 沖縄」などとして各企業の販売サイト

から購入するのが一般的であった。そのため、県外バイヤーからは、「商品を扱っ

ている企業は多いが、多すぎて希望の商品が見つけ出しづらい」という声がよく

聞かれた。そのため、県内企業の商品を集約したマッチングサイトが必要と考え

た。（図３－１） 

図３－１．作成背景 
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③概要 

バイヤーと企業向けのマッチング用サイトを構築する(http://okbc.jp図３－

２)。サイトは極力シンプルな構成とし、県内企業の商品を「シーン別で探す」と、

「素材で探す」の二種類でソートをかけて商品を検索することが可能となってい

る。 

商品紹介サイトは商品紹介とメールでの問合せが可能な他、「会社概要」、「OEM

供給の可否」「原材料供給の可否」「企業または製品の URL」という、バイヤー側に

必要な情報が記載されている(図３－３)。 

 

 

図３－２．サイト TOPページ 

 

http://okbc.jp/
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図３－３．商品紹介ページ

 

 

運用方法として、各企業にアカウントを与え、自社の製品を登録させる。登録後

はサイト運営者が、掲載内容が関連法規等に違反していないか等のチェックを行

い、問題が無ければサイトに掲載する。 

企業側のメリットとしては、県内企業側は自社商品を無料でアピールすることが

できる。また、企業毎にアカウントを用意しているため、商品の追加や簡易な編

集であれば、各企業で対応することが可能である。 

バイヤー側のメリットとしては、沖縄の健康食品が一堂に集約されたサイトであ

るため、個々のサイトを行き来する手間が省ける。また、商談に適した項目が記

載されているビジネスマッチング用のサイトであるため、スムーズに商談へと進

むことが可能である。 

以上により、これまで課題であった検索の煩わしさが解消され、マッチング率の

向上に繋がると考える。また、各企業のタイミングで商品の更新や新商品の追加

を行う事ができるため、随時、情報が更新され、バイヤーを飽きさせないサイト

構築が実現でき、バイヤーの定期的な再来訪が見込める。 
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④その他の取組 

サイトを構築し、沖縄県健康産業協議会を中心に企業へ登録を呼びかけた。また、

県外バイヤーへの認知度を向上するため、下記広告を行った。 

a.紙面広告 

・日経ＭＪ         掲載日：平成 28年 1月 29日（金） 

・健康産業新聞       掲載日：平成 28年 2月 3日（水） 

・健康産業新聞健康博覧会号 掲載日：平成 28年 3月 2日（水） 

 

b.Ｗｅｂ広告 

・健康情報ニュース.com（http:// 健康情報ニュース.com/） 

掲載期間：平成 28年 2月 1日から平成 28 年 3月 31 日 

・沖縄県産業振興公社ホームページ（http://okinawa-ric.jp/） 

掲載期間：平成 28年 2月 1日から平成 28 年 3月 31 日 

 

日経 MJ掲載広告     健康産業新聞及び健博号掲載広告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康情報ニュース.com      沖縄県産業振興公社ホームページ 
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⑤成果 

・掲載開始日 … 平成 27年 11月 27日（金） 

・登録数 … 34社、52商品 

・サイトページ閲覧数（ページビュー数） … 7,710PV 

・再来訪率 … 44.3％（全体セッション数と新規セッション数の差より算出） 

・電話問合せ … 沖縄県産業振興公社 6件 

・メールフォーム問合せ … 沖縄県産業振興公社 1件、企業 4件 

 

 

図３－４．ページビュー数 ※Google Analytics を元に作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全セッション数 2,104件のうち、国内から 1,558件（74%）、国外から 546件 (26%) 
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図３－５．地域別サイト来訪者数（国内・地域別セッション数及び割合）                         

※Google Analytics を元に作成 

 

 

 

⑥考察 

サイトをオープンしてまだ 3ヶ月弱と掲載期間が短く、周知が十分に行えなかっ

たため、全体的な来訪者数がまだ少ない。しかし、各種広告、健康博覧会での宣伝

後（1 月中旬、3月中旬）は、来訪者数が増加しており（県外からのアクセスが約

56％）、広告掲載の効果があったことが読み取れる。地域別サイト来訪者数（図３－

５）は、割合の多い順から、沖縄、東京、大阪、愛知となっており首都圏からの来

訪者が多かった。 

サイトの登録商品数については、予想よりも伸び悩み、また更新頻度も低かった。

その原因としては、これまでにない新たな取り組みであったため、県内企業に出品

のメリットがきちんと伝わらなかったことが挙げられる。商品数や更新頻度はバイ

ヤーの再来率にも大きく影響するため、今後の大きな課題である。 

今後は、県内企業へ掲載のメリットを丁寧に説明し登録商品数の増加を図るとと

もに、サイトの更なる認知度向上に向けた継続的なプロモーションが必要である。 

  

地域名 セッション数 割合

1 沖縄県 689 44.2%

2 東京都 355 22.8%

3 大阪府 157 10.1%

4 愛知県 100 6.4%

5 福岡県 52 3.3%

6 神奈川県 34 2.2%

7 兵庫県 20 1.3%

8 奈良県 19 1.2%

9 京都府 18 1.2%

10 静岡県 13 0.8%

小計 1457 93.5%

国内合計 1558 100.0%

沖縄県
44.2%

東京都
22.8%

大阪府
10.1%

愛知県
6.4%

福岡県
3.3%

神奈川県
2.2%
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イ．沖縄の産業まつり 

①目的 

県内消費者をターゲットに、県産健康素材、県産健康食品の紹介を行い、認知度

向上を図る。また、4月からスタートした機能性表示食品制度についての周知と健

康食品に関するアンケート調査を実施し、健康食品に対する関心度を調査する。 

 

②背景 

「沖縄県には素晴らしい素材が多くある」と言われているが、県民からはその素

材や商品を実際に見たことはないという声も多く聞かれる。そこで、毎年約 23万人

（3日間）の県民が来場する「沖縄の産業まつり」にて、県産健康素材、県産健康

食品をＰＲすることで、認知度向上を図る必要がある。 

 

③概要 

 イベント名：第 39回沖縄の産業まつり 

 開催時期：平成 27年 10月 23日（金）から平成 27 年 10月 25日（日） 

 開催場所：奥武山運動公園、沖縄県立武道館 

出展場所：沖縄県立武道館アリーナ棟中央ブース 

出展内容： 

 展示コーナーにおいて、県産健康素材の実物を展示し効果効能に関する情報

発信を行ったほか、県内企業の優れた健康食品を一堂に展示した。県民に向け

て、素材イメージと結びつけた商品紹介のほか、県内商品の多彩さをアピール

した。 

 

 

素材紹介ブース         商品紹介ブース 
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素材紹介 POP             商品紹介およびパンフレット陳列 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④その他取組 

来場者には健康食品に関するアンケートを実施し、健康食品の関心の把握と、機

能性表示食品制度に関する周知を行った。 

 

⑤結果 

・県産素材展示数 … 26素材 

・健康食品出品数 … 約 200品 

・アンケート取得数 … 355件 

・商談件数    … 10件 

素材展示コーナー、商品展示コーナー共に多くの方が来場した。開始から終了ま

で来場者が途絶えること無く、素材コーナーでは、実物を手に取り、スタッフに素

材の効能や調理法などについて質問する場面が多く見られた。商品展示コーナーで

は、配布用のサンプルや商品パンフレットが不足するほどの大盛況であった。 

アンケートに関しては、約 300名から回答を得ることができ、県産健康素材に関

する県民のイメージを調査することができた。（調査結果は「4 戦略検討のための

基礎調査」に記載した。） 

 

 

 

 

 

 

 

来場の様子 
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⑥考察 

来場者への関心を惹くことができ、認知度向上の観点からは一定の成果を上げた

と考えられる。アジア圏等海外からの観光客の来場もあり、観光客向けプロモーシ

ョンとしても有効であったと考えられる。 

一方、県産健康素材の効果効能について、来場者の関心は高かったものの昔から

伝統的野菜として親しまれてきた素材であっても、きちんとした効果効能について

は認知度が低く、「何となく健康に良い」または「食べたことあるけど何に効くのか

わからない」などという声が多かった。また、県産健康食品については、健康食品

を愛用している方には一定程度認知されていたが、その他は商品に関してほとんど

知られていなかった。 

4月からスタートした、機能性表示食品制度に関しては「知らない」または「良

く分からない」という声が多く聞かれた。同制度は消費者の自主的かつ合理的な商

品選択の機会を確保し促す制度であり、今後消費者が正しい理解のもと健康食品を

選択することが健全な健康食品産業の発展に繋がると考えられるため、今後はさら

なる制度の認知度向上の必要性を感じた。  
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ウ．県外アンテナショップ 

 

①目的 

県外消費者をターゲットに、県内健康素材、県産健康食品の紹介を行い、認知度向

上を図る。また、県産健康素材に関する人気投票と県産健康食品に関するアンケート

調査を実施し、健康食品に対する関心度を図る。 

 

②背景 

銀座わしたショップは有楽町駅、銀座駅を最寄り駅とする好立地に店舗を構えてお

り、１日平均 2,000 名が来店する。地域特産品のイベントや物産展フェアを定期的に

行っており、沖縄に関心のある消費者から日々注目を集めている。当ショップでイベ

ントを実施することで、消費者の最新動向の把握や効果的な情報発信が実施できると

考えられる。 

 

③概要 

 イベント名：沖縄健康素材フェア『沖縄健康素材総選挙！』 

 開催時期：平成 28年 2月 11日（木）から平成 28 年 2月 14日（日） 

 開催場所：銀座わしたショップ 

出展場所：健康食品コーナー 

周知方法：銀座わしたショップでの店頭配布、わしたショップ会員へのメールマ

ガジン、久米島のアンテナショップ「久米島印商店」（東京）での店頭

配布、公社ＨＰでの掲載 

出展内容： 

沖縄好きの首都圏内に在住する県外消費者をターゲットに、展示ブースで県産

素材の紹介（効果効能含む、実物含む）を行い、県産素材の魅力を PR した。なお、

イベント期間中は、キャンペーンとして、①好き！気になる！県産素材に投票し

てもらう総選挙、②その場で当たる！ガラポン抽選くじ！を開催し、集客を図っ

た。ガラポン抽選の際、簡単なアンケートに答えてもらった。 
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広告用チラシ 

チラシ裏には 40種類の県産健康素材の説明を掲載し、県産素材の多様さをＰＲした。 

イベントチラシ（表）    イベントチラシ（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④結果 

  ・県産素材展示数    12素材 

・アンケート取得数   605件 

・素材総選挙への投票数 1,749件 

開催 4日間で想定していた 600名を遥かに超える約 2,400名が来場した。 

素材展示では、実物を手に取り、スタッフに素材の効能や調理法など、素材その

ものを買い求める客もいた。景品用で展示された商品やサンプル配布用の商品につ

いては、効果効能や味など、購入する際に決め手となるであろう項目についての質

問が多かった。 

アンケート結果では、価格やデザインの項目で県内消費者向けに行ったアンケー

トと比較して違った結果が見られた（図３－６）。 

素材総選挙として、沖縄の健康素材で好きな素材、気になる素材を聞いたところ

ゴーヤー、シークヮーサー、モズク、ウコンが上位にあがった。 
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図３－６．アンケート結果（n=605） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ⑤考察 

多くの方が来場したため、消費者に対する沖縄素材の認知度向上という点では一

定の結果が得られたと考える。来場者数については、当初 600 名と予想していたが、

結果としてその 4 倍近い方が来場し、首都圏のマーケット規模の大きさと沖縄人気

がまだまだ根強い事を実感した。 

アンケートでは、健康食品の価格について沖縄県内消費者と異なる結果が得られ

た。県内においては、健康食品は「値段が高い」というイメージを持っている消費

者が多いが（「4 戦略検討のための基礎調査」イ.新制度導入後の市場動向調査を参

照）、今回行ったアンケートではそのイメージが半分に割れた。そのため沖縄ブラ

ンドとして価値が高まれば、県内と異なる価格帯の商品展開の可能性も示唆された。  
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エ．健康博覧会 2016 

 

①目的 

県外バイヤーをターゲットに、県内企業の主力商品の展示を行い、県産健康食品

の魅力を PRする。WEBカタログも展示し、県産素材、県産健康食品の多様さをアピ

ールする。 

 

②背景 

県内企業は地理的及び資金的制約等から、県外の展示会に単独で出展することが

難しい企業が多い。一方沖縄ブランドを確立・強化するためには、個々の企業を超

えた沖縄トータルでの集団的なアプローチが重要である。そこで、国内最大の健康

食品見本市である「健康博覧会 2016」において、県内企業の商品を多数展示するこ

とで沖縄ブースとして一体感を出したプロモーションを実施し、バイヤーに対して

県産健康食品及び県産素材の多様性をアピールすることで、ビジネスマッチングの

創出を図る必要がある。 

 

③概要 

 イベント名：健康博覧会 2016 

 開催時期：平成 28年 3月 16日（水）から平成 28 年 3月 18日（金） 

 開催場所：東京ビッグサイト西１・２ホール 

 出展小間数：10 小間（沖縄ブース）、うち 2小間（事業出展ブース） 

出展企業：（有）沖縄長生薬草本社、（株）ポイントピュール、（有）沖縄アロエ、 

（同）やんばる彩葉、（株）クレイ沖縄、（株）熱帯資源植物研究所、 

（株）ヘーラー、沖縄ハム総合食品（株）、 

（公財）沖縄県産業振興公社（事業ブースでは、県内企業 33社が出展） 

出展内容： 

沖縄県健康産業協議会が沖縄ブースとして 10 小間を取りまとめ、うち 2小間で

沖縄県産業振興公社が事業に関連したブースとして、県内企業の主力商品と商品

パンフレットの配布を行った。あわせて WEB カタログの周知（チラシ、紙袋の配

布）及び実演を行ったほか、県産素材の実物及びパネル展示による紹介や多様性

のアピールを行った。商品については、バイヤーとのマッチングを促進するため、

企業毎に商談に必要な項目（取引方法、連絡先等）を記載したプレートを陳列し

た。 

実際、展示商品に興味を持ったバイヤーには商談メモを用いて必要項目に答え

てもらい、各企業の営業担当よりバイヤーに連絡させる仕組みとした。合わせて、
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WEB カタログも紹介し、自ら企業に連絡を取りたい場合にも対応できるようにし

た。 

 ブースでは、横断幕、配布用の紙袋、チラシ、はっぴ、のぼり、テーブルクロ

ス等、全体を WEB カタログのロゴデザインで装飾することで、ブースイメージの

統一化を図った。 

 

公社出展ブース      商品陳列 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイヤーズカタログチラシ            配布用紙袋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

⑤結果 

  沖縄ブース 10 小間 

・来場者数   … 5,442 人、うち名刺交換件数 705件 

・商談件数   … 207 件 

・成約     … 28件 

・成約見込件数 … 54件 

・代理店申込  … 23件 

 

※うち、事業出展ブース（2小間） 

  ・県産素材展示数   … 12素材 

  ・健康食品出品企業数 … 33社 

  ・来場者数      … 約 3,200 名※全体の来場者数は 38,317名 

  ・商談件数      … 40件 

  ・名刺交換件数    … 100 件 

 

開催 3日間で沖縄ブースに約 5,400 名（うち、事業出展ブース約 3,200名）の方

が来場しており、全体の約 14％（うち、事業出展ブース約 8％）の来場があった。 

また、事業出展ブースでは、33社の主力商品を全面的に PRしており、そのため、

出展商品の問い合わせが多く、WEB カタログへの商談案内や直接担当者につなげる

などの対応が頻繁にあった。 

素材展示では、県外では滅多に見られない素材も多かったことから、実物を手に

取り、スタッフに素材の効果効能などの質問が多く寄せられた。 

 

⑥考察 

事業出展ブースの来場者数は全体の約 8％であることから、集客面ではある程度、

結果を得られたと考えられる（健康博覧会出展は 600 社以上）。また、会場内の来場

者の約 1割（10人に 1人）は、WEB カタログの紙袋を所持しており、宣伝ツールと

して非常に効果的であった。 

一方、来場者数に対する名刺交換数と商談見込数については、若干低いと考えら

れる。やはり、出品商品の直属の担当者ではなく、代理として対応したことが原因

だと考えられる。実際、バイヤーからの深堀した質問や商談に結び付く情報の開示

ができないため、機会損失してしまった案件があった可能性がある。当ブースでは、

商談に入る前段階のアプローチがメインであったことから、そこが、バイヤーとの

ミスマッチが生じていた可能性がある。今後は、出品時に企業側から提示する情報

を一定程度整理しておくか、直接担当者がやり取りできる仕組みを構築する必要が

ある。

 


