
機能性食品表示制度の発足
　平成25年６月５日の安倍総理の「健康食品の機能性
表示を、解禁いたします。国民が自らの健康を自ら守
る。そのためには、適確な情報が提供されなければな
らない。当然のことです。現在は、国から「トクホ」
の認定を受けなければ、「強い骨をつくる」といった
効果を商品に記載できません。お金も、時間も、かか
ります。とりわけ中小企業・小規模事業者には、チャ
ンスが事実上閉ざされていると言ってもよいでしょ
う。」に始まる成長戦略第３弾スピーチに基づいて本
年４月１日より機能性表示食品制度がスタートした1）。
　この演説全体の中で強調されていることは「お金が
かからず、世界で一番企業が活躍しやすい世界をつく
るという事」であった。少し皮肉な言い方をすれば国
民の健康な生活の創生は最前面の課題ではないとも取
れなくはない。今度の新制度において安倍総理の演説
が行われた一昨年には、非常に低レベルの健康食品ま
で認められるような社会になると一部の業者、メディ
アは諸手を挙げて喜んだようだった。事実この演説の
後、これで46通知が事実上無効になると早トチリをさ
れたいわゆる健康食品メーカーの方も多かった。
　しかしそのような中で、消費者庁はしっかりした検
討委員会を組み報告書を作成させたが、この報告書作
成の経過においては相当な圧力があったと推測してい
る。実際、検討会開催中にお会いした企業の方で、消
費者庁は安倍総理の言葉を間違って解釈している、と
憤りの発言をされているのを聞いたこともあったし、

「消費者庁の制度は潰れる」などという話もまことし
やかに聞こえていたこともあった。そしてガイドライ
ンの発表が遅くなったのもこうした圧力との調整であ
ったのではと推測している。
　新制度にはいくつかの課題はあるものの、しっかり
運用をすればアメリカのダイエタリーサプリメントよ
りはしっかりした制度になると予測している。運用開
始から約３か月を経て筆者の新制度に対する期待と課
題解決への提案を述べさせて頂く。

発足してまず明らかになったこと
　４月１日に発足して直ぐに消費者庁には100件を超
える届け出があったと消費者庁長官が話していた。と
ころが、４月17日に消費者庁のホームページ上に掲載

された届け出受理数は僅か８品目で、７月22日現在に
おいて届け出は200件を超えているそうであるがホー
ムページ上に公開されているのは58品目に過ぎない。
消費者庁はこの数字の差は内容の審査ではなく、書類
に不備が多く、少人数でその処理を行っているからだ
と説明している。一方で、書類不備で返された事業者
の中にはこれは不備ではなくて「審査だ」とこぼして
いる声も聞こえてくるが、筆者は企業側の新制度の理
解が不十分であるために揃えるべき書類、記載すべき
内容が誤っているのが原因であると推測している。
　この事実の意味するところは非常に大きい。何故な
らこの新制度は要求されている書類を揃えるのには、
最大のポイントとしての安全性、機能性においてそれ
なりの臨床試験を行うか、しっかりしたレビューを行
わないといけない。さらに臨床試験またはレビューで
得られている機能性を商品に記載する際、その表示に
誇張、または喰い違いがあってはいけない。
　逆に言えば、書類として整っているものに関しては
従来の「いわゆる健康食品」においては全く不明であ
った情報が衆目にさらされるようになったという事で
ある。すなわち、届け出が受理されたものは、まだそ
の情報の質として課題が幾つかあるものの、従来のイ
メージ広告のみの、訳のわからない健康食品よりはる
かに安全性およびその機能性に関して情報が提供され
ている。
　既に販売が開始されたり、届け出が受理されたりし
た商品の機能性表示には、トクホにはその表記がまだ
ない「目の健康、ひざの健康、肌の健康、健やかな睡
眠」などの機能が具体的に表示されている。すなわち、
従来の健康食品においてはイメージしか訴える手段が
なかったものが、具体的にどういう健康機能が得られ
るかが明らかにされている。そして、同じように口コ
ミ、広告のみで実質を伴わないまま販売されているい
わゆる健康食品は、この制度においては機能性表示食
品の仲間入りをしようとしてもおよそ手の届かない世
界にあることが明確である。この事実は、実は日本の
今まで健康食品に定義がなかったために、思わせぶり
の広告のみで商品が販売されていた世界を、大きく変
化させる可能性を秘めている。
　消費者庁のホームページには図１に示すように機能
性表示食品を保健機能食品として明確に位置づけ分類
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している。すなわち、筆者がこの制度の検討が始まっ
た時に強く要望した健康食品の定義が、不完全ではあ
るがなされたという事である2）。従って、この制度を
今までのいわゆる健康食品の世界において徹底させれ
ば、健康被害、経済的被害を多く発生させている俗悪
な健康食品を一掃することに非常に有用であることが
明らかである。

施行直後から発生した問題
　施行直後に発生した問題は新制度が米国の制度を凌
駕している事実を見事に浮き彫りにした。それは、発
売60日前に消費者庁に届け出なければならず、届け出
たデータは受理された段階で公表されるという点であ
る。この制度は発売前に商品を衆目にさらすことにな
ったので、ホームページに掲載された途端に幾つかの
消費者団体から、こんな製品は本当に効果があるのか、
また安全性は大丈夫か、表示がガイドラインに記され
た通りでない、といった疑義が出された。幾つかの団
体から提示された疑義や制度そのものの撤廃を求める
要求のうち、筆者が的を射ている、と強く感じたもの
は、食の安全・監視市民委員会とFOOCOMから消費
者庁に出されたものである。この両団体は消費者庁が
ホームページに掲載した各社の資料を、文献内容も含
めて良くぞ調べた、と驚嘆してしまうほどかなり問題
点を正確に捉えている。
　特にFOOCOMはいわゆるサプリメント形状の食品
に対し次のような表現でその是正を求めている3）。
　サプリメント形状の加工食品は、乾燥、抽出、濃縮
等の工程が入り、その含有成分は機能性関与成分以外
の製品構成成分、不純物も含めて、過剰摂取につなが
りやすい性質を持っている。原料や製造・加工工程の
変更等により、これらの含有成分や不純物の種類、含
有量等が大きく異なることが予想され、一般加工食品、
生鮮食品と比べても厳しい安全性評価が必要である。

以上を前提とし、問題点を指摘する。（原文のまま）
　さらには纏めの部分に次のような指摘もなされてい
る。
　質の低い論文やシステマティックレビューを根拠と
した製品が散見される。たとえば、極めて小規模の臨
床試験／ほかに同様の試験が多数ありレビューを行う
べき機能性関与成分であるにも関わらず、一つの臨床
試験の結果のみで機能性を表示／システマティックレ
ビューの結果、論文が１報しか残らないほど研究が少
ないにも関わらず、その１報を基に機能性を表示／被
験者を日本人と限定することにより、諸外国における
論文をレビューの対象外とする……などの事例が多数
ある。
　これらは、基準やガイドライン違反とは言えないた
め、個別製品に対する疑義情報には含めなかった。し
かし、科学的な見地からは重大な問題であり、消費者
の制度への信頼を大きく損ねるものである。企業の倫
理も疑われる。（原文のまま）
　こうした消費者団体の動きに対して、東洋新薬は
FOOCOMに謝罪の申し入れを公式に行った。この申
し入れは複雑なもめごとに発展するかに見えたが、現
実には東洋新薬がホームページ上に指摘された問題点
に対する回答を出し、消費者庁には資料追加の届け出
を出した。FOOCOM主幹の松永和紀氏も「その態度
に敬意を表します」と彼女の主催するメルマガに書く
など相互のしっかりした紳士的なやり取りに終わった
ことは、傍観者的表現で申し訳ないが、両者に拍手を
送りたい。
　このように発売前に激しい議論がなされることは、
非常に素晴らしいことであると感じている。これはま
さに起こるべくして起こった問題で、こうした議論が
持ち上がったことは、日本の新制度が大きく発展でき
る重要なポイントである。少なくとも、なんとなく書
類を出せば通るだろうくらいの軽い気持ちでいた事業
者にとっては、今後出すときの緊張感のレベルがかな
り違うと推測される。一部にはこんな制度にとっても
付き合っていられないと匙を投げ始めている企業もあ
るようだ4）。
　ただ、発売前に問題点が見つけられ、指摘されるこ
とが可能である今度の制度の特徴を生かすためには、
問題点が見つかった時に消費者庁がどう対処するかが
大きな課題となってくる。形の上では書類が整ってい
ればOKとはなっているが、200件以上の申請に対し７
月22日で58品目のみが掲載されているということは、
書類を整わせるだけでも企業にとってはあるレベルの
ハードルになっていることを意味している。

図１． 機能性表示食品の位置付け
　　　（消費者庁ホームページより）
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消費者の監視が企業を育てる
　あるレベルで精査され公開された資料においてまだ
いくつもの問題が指摘されているが、この指摘が民間
の消費者団体のボランティア的活動として行われてい
ることは大きな課題を提起している。消費者庁のホー
ムページに掲載されている情報を文献も含めてしっか
りと監視するのには、相当な能力を有する人材が充分
な時間をかけて行わなければならない。現在唯一
FOOCOMがネット記事に機能性表示食品に関するコ
ーナーを設けている5）。食の安全・監視市民委員会も
継続的に何らかの動きを取られることを期待してい
る。当協会の教育委員会も同じようなことを企画した
が、協会構成メンバーがそれぞれの教育、研究の仕事
を抱えているために、現在のところ企画倒れになって
いる。いずれにしても、企業がバックにいない団体等
がしっかりと消費者サイドの目でこの制度に対し監視
体制をとることは、日本が世界に誇れる製品を送り出
すことにつながると確信をしている。企業にとっては
煩い集団と言うことになると推測するが、食品企業の
後ろ盾のない当協会も、この制度を潰すためではなく、
育てるためにしっかりとした目で監視に加わることを
考えている。
　今はまだ制度が始まったばかりなので、企業も消費
者も混乱をしている部分があるが、前述のような消費
者団体の突き上げ等を企業が検討し、改善すべきとこ
ろを改善してゆけば、より良い商品が一般的に出回る
ことになる。これは、企業にとって一見大変であるが、
ここをしっかりしないとやがて消費者から見放される
ことになる。
　それは、機能性表示食品ははっきりと機能を表示し
て販売をするわけであるから、当該商品を購入した消
費者は当然その表示された機能を期待して購入する。
しかし、いい加減な臨床試験やシステマティックレビ
ューによって作成された商品はそうした機能が全く期
待できない可能性がある。機能を実感できなかった消
費者は、結果としてその商品のリピーターとはならず、
その一部の方はブログ等の口コミでネガティブな発言
を行うことになる。
　事実、筆者の知っている幾つかのしっかりした健康
食品企業の中にはそんなに派手な宣伝を行わなくても
絶対に求めてくるリピーターがいて確実に成長を続け
ている。そんな企業の中の一つには国内向け商品しか
作成していないのにｃGMPまで取得して自身の会社
の品質管理を行っている会社もある。その会社の責任
あるモノヅクリの姿勢が、有効成分を確実に必要量含
む品質の良い製品製造につながり、リピーターを構成

させている。
　現在、届け出が消費者庁に受け入れられた商品は、
消費者団体からは有効性、安全性に疑問を投げかえら
れている商品がいくつもあるが、このレベルの問題で
ある限り、届け出られた状態で販売されるならば、重
大な事故は恐らく発生しない。しかし、効果が購入者
に感じられなかったときはその商品は見放されること
を覚悟しなければならない。この商品でのＣＭはムー
ドではなく具体的な科学的根拠を持った機能性表示で
あるから当然のことである。機能性表示を前面にだし、
派手な広告のみを行って、機能性の根拠を満たさない
商品は、一時は売れても長続きはしないことを企業は
注意しなければならない。

医薬品でない機能性表示食品に求められる最も大事な
ことは
　今回の機能性表示食品制度は米国のダイエタリーサ
プリメントを模倣して作成されているが、以前のこの
会誌に書いたように、ダイエタリーサプリメント制度
を21年間に米国が導入したときにその根拠としていた
のは健全な食生活の重要性である。決してダイエタリ
ーサプリメントをどんどん摂って健康になろうとは書
いてなく、健全な食生活の補助手段として使用が書い
てある6）。

　新制度の発足に伴って消費者庁は、“「機能性表示食
品」て何？”というパンフレットを作製し公表してい

図２．  機能性表示食品の利用のポイント説明の
パンフレット記事

　　　（消費者庁のホームページから）
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る。そのパンフレットの最終ページには図２に示すよ
うに、“機能性表示食品の利用のポイント！”という
表題で3つの大切な事項が表記されており、一番上に

「まずは、ご自身の食生活をふりかえってみましょう。
―食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバラ
ンスをとることが 大切です。」とある。
　実際に販売され始めた機能性表示食品にも「食生活
は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを」と
の表示がなされている。このパンフレットの表示事項
が消費者に伝えるべきもっとも重要な事項である。す
なわち、機能性表示食品を免罪符にして食生活をおろ
そかにしたら、それこそ本末転倒である。
　筆者は、機能性表示食品を求めて健康な生活をしよ
うとする消費者に教えなくてはいけない最も重要なこ
とが、この一文であると確信している。しかし、企業
サイドからみれば「売れる」ことが最も重要事項にな
るので、広告はその機能のみが前面に出て来る。こう
した商品の説明者としての健康食品管理士が「食生活
の重要性」を消費者に伝える重要な役割を果さねばな
らない。

終わりに
　いずれにしろ４月から発足した機能性表示食品の届
け出に関しても、来年からはUMIN登録がされて行われ
た臨床試験でなければならず、投稿論文もCONSORT
声明に準拠した査読付き論文に掲載されていることが
要求されるので、書類を整える段階におけるハードル
も今よりかなり高くなる。
　筆者は、今回の新制度の有する大きな意義は、健康
障害または経済的被害を発生させる可能性の高い健康
食品が淘汰されることにかなり威力を発揮すると考え
ている。これは決して新制度に問題がないということ
ではなく、健康食品の今までの世界があまりにもひど
かったという事である。
　トクホも含めて健康食品のエビデンスと安全性試験
と称するものは品質、機能ともに医薬品に比較したら
非常に低レベルである。今回の機能性表示食品を問題
視されている方は、科学的にしっかりした方々なので、
もともとトクホに関しても批判的で、この騒ぎがあっ
てもなくても、機能性表示食品の消費者ではない方が
大半である。
　筆者はそうした科学的にしっかりされた方よりも本
当に守らねばならないのは、根拠も安全性も全くない
商品を、コマーシャルだけで時には高額な値段で買わ
されている科学的な世界に縁遠い消費者である、と考
えている。この観点に立つと今回の制度は課題はいく

つもあるが、とにかく前へ進めてゆくことが非常に有
用である。
　現在、業界にはうかつに出すとたたかれるという危
機感が生じていることを感じているが、この効果はう
まく利用すれば、日本の健康食品レベルの大きな向上
につながる。しかし、その一方でいわゆる一般消費者
が買い控えるようになるとしたら大きな問題点とな
る。そうしないようにするのには、企業が表示してあ
る機能を消費者が実感できるしっかりした製品を供給
して行くことである。そうしたしっかりした機能性表
示食品が供給される状態において、企業の言いなりで
ない専門家からの適切なアドバイスがあれば、消費者
は機能性表示食品の真の意味での利点を感知でき、そ
の繰り返しが続けば、確実にその消費者のQOLは向
上する。前述のように実際に幾つかの真面目に製造さ
れている健康食品には確実なリピーターが存在してい
る。そのアドバイスを行う最適任の人材は、業界が育
てた人材や、業界を賛助会員として成立している学会
等の認定者でもない当協会の健康食品管理士であるの
は明らかである。
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