
はじめに
　機能性表示食品制度が昨年の４月に発足し２年目の
後半を迎え10月28日現在で486品目の届け出があり、
近いうちに500品目は超える勢いである。消費者団体
等から種々の批判が出されながらも、機能性表示食品
制度はある意味で着実にその制度が根付き始めている1）。
　この様な状況の中で本年１月より「機能性表示食品
制度における機能性関与成分の取扱い等に関する検討
会」が開催され、10月18日に第10回の検討会が行われ
後１回を残しているが最終回は、今までの纏めの報告
であると推測されるので事実上終結に近い状態であ
る。
　そして、結論的に提示されると予測される大きな検
討結果は２つあり、一つは「機能性関与成分が明確で
ない食品の取扱い」についてでもう一つは「糖質、ビ
タミン、ミネラルなど栄養素の取り扱い」についてで
ある。検討会そのものの流れは、これら２つを可能な
限り新制度に取り入れて欲しいという思いのある業界
と、こうした考え方に反対的意見の強いアカデミアお
よび消費者団体との対立的な構図に終始していた感じ
である。
　本年末までには正式な報告書案が提出されるが、こ
の検討会を何回か傍聴させて頂いたので消費者庁の資
料を基に私の個人的な意見として２回に分けて述べさ
せて頂く。

検討議題名を「機能性関与成分が明確でないサプリメ
ント形状食品の取り扱い」とすべきだったのでは
　私はこの検討会が開始された当初から個人的には

「機能性関与成分が明確でない食品の取り扱い」とい
って食品という言い方で検討しようとする姿勢がまず
い、と判断していた。それはこの議題で対象とされた
のは植物、動物などのエキス等であるが、これらの食
品で販売されているもののほとんどは、錠剤、カプセ
ル型か栄養ドリンクのような小瓶に入った飲料となっ
ている。従って食品というよりはいわゆるサプリメン
ト形式のものがすべてといって良い。
　今回の制度の大きな特徴は、米国のダイエタリーサ

プリメントでは範疇としていない加工食品、生鮮食品
が機能性を表記できる制度であることである、と私は
確信している。今後の国際的な展開も含めて大きな意
義をこの制度は創出できる可能性が内包されている。
そして、その特徴はここ１年半余の間に届け出られた
機能性表示食品の動向も若干ではあるが、その方向に
傾いているとみなせる。
　そう私が判断する理由は、10月28日現在で届け出が
受理された食品は486品目あり、そのうちサプリメン
ト形態の６品目が届け出を撤回しているが272品目が
もやし等の生鮮食品を含むご飯、缶詰、ソーセージ、
お菓子等の一般食品形態である。これらの食品は、一
般の食品形態であるので、品質に関して言えば国外か
らは評価の高い日本産の食品である。しかもただでさ
え国外に対しては健康食のイメージが強い日本の食品
でありながら、保健機能が表示できるので、国が積極
的に国外にこの制度による一般食品の機能性表示を認
めさせる政策に出れば、食品メーカーの大きな海外進
出も可能であると考えている。
　一方、サプリメント形状のいわゆる健康食品から機
能性表示食品になった製品のほとんどは、品質管理に
おいて日本国内にしか通用しないGMPを取得してい
るかいないか、という状態である。保健機能表示のエ
ビデンスに対しては米国よりある意味厳しいのは確か
であるが、米国ではcGMPに準拠しない工場で製造さ
れたサプリメントは販売できなくなっているのが現状
である2）。品質管理に関して厳しさの全くない日本の
サプリメント形状の機能性表示食品は、国際的には信
用されない、と言って良い。したがって、今回の検討
会では「機能性関与成分が明確でないサプリメント形
状食品の取り扱い」とサプリメント形状の食品に的を
絞って議論されるべきだったと感じている。

「機能性関与成分が明確でない食品の取り扱い」に示
されている方向性
　まず機能性関与成分の明確でない食品の取り扱いに
ついてであるが、業界からは次のような意義があると
主張されていた3）。

「機能性表示食品制度における
　　機能性関与成分の取扱い等に関する検討会」を傍聴して　その１

長村　洋一
（鈴鹿医療科学大学）

Ⅱ. 寄稿
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日本チェーンドラッグストア協会からは
・国民の健康づくりの一助になる制度に仕上げる。
・国民の持つ「知る権利」、「選ぶ権利」を確保する。
公益社団法人日本通信販売協会からは
・ 機能性関与成分を特定しにくい成分を制度に取り込

むことで、機能性表示食品の対象となる成分を広げ、
健康食品の透明化を図る。

健康食品産業協議会からは
・ 研究の進展が目覚ましく、それらの成果を消費者に

広く知らせ、健康に役立たせることは有益。 
・ 機能性と安全性が確認されている成分や食品は全て

制度に組み込むべき。 
・ 機能性、安全性、機能性表示に対して求めるレベル

は、現行と同等とすることが適切。
といったように積極的にこうした食品が取扱いの対象
になることを主張したのに対し、日本OTC医薬品協
会はむしろ品質の問題を重視した提案を次のように行
っていた。
・ 消費者にとって不利益とならない制度にする、また、

安定供給ができる制度にする。
・ 食品GMPを早期に策定し、原料管理、工程管理に

用いる。
　このような業界の要求に対し、消費者団体の代表と
しての河野委員は第５回の検討会の席で「今回の機能
性関与成分が明確でない食品の検討は、安全性、機能
の有効性を担保する成分そのものが特定できないにも
かかわらず機能を謳いたい、という消費者からすると
理解しがたい提案です。私たち消費者は、医薬品と見
間違うような形状で提供され、派手な広告や宣伝から
そのイメージだけが独り歩きするような機能性を標榜
する食品の実態を見抜く力は残念ながら十分ではあり
ません。

（中略）
　機能性関与成分が明確でない食品にまで機能性表示
食品のカテゴリーが拡大すれば、ますます消費者の食
に対する認識は横道にそれてしまいます。自らの食生
活や生活習慣を見直す代わりに、何が効くのか明確で
ない食品やサプリメントの摂取に解決策を求めること
に誘導しかねない今回の検討は進めるべきではないと
考えます。」と真っ向から反対を唱えられた4）。
　同じ消費者サイドからの委員として出席しておられ
た森田委員からは、現行の制度でもエビデンス、届け
出られた機能成分の含量保証が怪しい状況においてさ
らに機能性成分が明確でない物が規制できるのかとい
うような指摘も第１回目の検討会以降に何回かなされ
ていた5）。

　さらにアカデミアサイドからの委員として出ておら
れた佐々木委員は「この機能性関与成分が明確でない
というものは、どうやって因果を証明するのだろう。
パーフェクトな証明は不可能である。そうすると、グ
レーな証明。すなわち、因果というものはゼロでもな
く、１でもない。その間にある。そうすると、この機
能性関与成分が明確でない食品の有効性・機能性を認
めるためには、どのレベルの因果を我々は求めるべき
かということになると思います。そして、ちょうど逆
のところが、有害はどの因果をもって認めるべきかと
いうことになります。さて、僕たちはどちらに高い因
果を求めるべきなのでしょうか。当然ながらというこ
とで、ここはコンセンサスが得られていると私は考え
ますが、安全性に関しては、これは保証されねばなら
ない。ということは、求める因果のレベルは低いとな
るはずです。その一方で、有効性に関しては逆であり
まして、因果はどこまでとは私自身、わかりませんが、
それよりも、すなわち安全性よりも高めの因果が求め
られるであろうと、論理的に考えられると思います。
すなわち、直接の因果関係を検証し得ない、このよう
な食品については、落ち着いて、どのレベルの因果を
ここで求めるのかということに関して、それぞれの立
場から客観的な議論が必要ではないかと考えます。」
と機能性表示食品制度そのもののナンセンス論に近い
反論が第２回目になされていた6）。
　同じアカデミアサイドからの梅垣委員も森田委員と
同じような指摘に加えて、現行制度においても安全性
は非常に怪しいとの強い指摘をされていた。
　その他の委員からの発言もはっきりと業界側かアカ
デミア、消費者団体側かのそれぞれの立場に基づいた
発言となっていた。

合田委員から出された提案
　こうした消費者団体とアカデミアとの対決の様相を
呈した激しい論争の中で、一つの方向性を示されたの
は合田委員の提案であった。合田委員は第２回目の検
討会で、医薬品として市販されているセンナにおける
センノシド、カンゾウにおけるグリチルリチン、ロー
ヤルゼリーにおける10-ヒドロキシデセン酸などが品
質管理指標となることを例として、機能性表示食品で
も管理が可能であるとの提案をされ、具体的には表１
のようなクラス分けが提案された7）。
　その後この表に基づく議論は何回もなされ、第５回
目の検討会においても次のような意見を述べておられ
る。「私自身が気になっているのは、前回の機能性表
示食品の検討会で議論になかったことが、今、もう機
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能性表示食品に出ています。それは何かといいますと、
混合物なのです。機能性関与成分というのは、我々が
前回の委員会でイメージしていたのは、少なくとも一
つの原材料由来のものが活性を持っていて、そういう
エビデンスをとられたものだと思っていました。それ
で議論をしていたのですが、実際には複数の機能性関
与成分になりそうなものを組み合わせたものをエビデ
ンスをとられて、どれが効いているかということがわ
からないまま、そのものをちゃんと製品でエビデンス
があるからということで売られているものがありま
す。これはどこに分類するのだろうというのはわかり
ません。」
　さらにその後「先ほど言いましたように、クラスⅠ
とⅡは多分何とか管理できるのだと思います。それは、
医薬品のレベルでも普通にやっていますから。ですか
ら、これはもう既に先行されて売られていますけれど
も、ちゃんと管理をされているのはひどく問題がある
わけではないのですけれども、そのことは前回は多分
想定をしないのにもう既に売られているのかなと私は
思っています。

（中略）
　ただ、やはり今やるのは、クラスⅠとクラスⅡにつ
いて明確にしていくことだと思います。」
　この第５回における合田先生の発言がおよその方向
性を示し、第７、９、10回目の検討会においてもこの
表１が消費者庁作成資料に引用されている。
　特に第７回の検討会の席では、森田委員からクラス
の線引きの問題を中心として機能性に関するエビデン
ス及び品質管理に関して幾つかの疑問点がしてきされ
たが、その問題も分析を含めた徹底した品質管理によ
りある程度クリアーできると合田先生は回答された。

第10回の検討会から見えてくる結論
　以上のような議論が形を少しずつ変えて非常に熱心
に討議が重ねられた。そこで検討された事項の纏めは、
第９、10回の消費者庁の資料に次のように記載されて
いる8）。
＜制度全般に係る事項＞
・同等性を示す情報の強化という形で、今の届出の条

件にプラスして安全性や機能性のデータに記載され
ている成分の説明をしっかりと書いていくこと。シ
ステマティックレビューの論文の中に入っている成
分について、基原の説明、製造方法の説明をしっか
りと明記していくこと。それに加えて、使っている
成分との同等性をしっかりと考察したものをそろえ
ることが重要。さらに原材料、最終製品での定性・
定量の方法を提示し、開示をしていくという流れに
なると思う。

・業界の中でしっかりと事後チェックをしていくこと
が非常に大事。

・機能性表示食品制度が実際に動き出してからまだ１
年ほどということで、この制度に対する一般の信頼
感が十分確立しているとは言えない。こういう状況
の下で、新たに機能性関与成分が明確でないものの
取扱いを検討するとすれば、現行の基本的枠組みは
維持しながら、できる限り限定的に考えるべき。

＜範囲・区分について＞
・植物エキス等のエキスを例示できるような仕組みが

あれば、エキス全体として管理していくことができ
るのではないか。

・機能性の成分が幾つかあり、部分的には作用機序と
特定の成分が判明しているものについては、現行の
制度の中に一部条件等を追加することで管理、対応
ができるのではないか。機能性のある成分が不明で

表１　合田委員より提案された機能性関与成分が不明確な食品のクラス分け分類
消費者庁ホームページより
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あるものに関しては、企業の判断だけでいいのかと
いう問題が出てくるので、専門家による対応が必要
になってくるのではないか。専門家による検討機関
の設立が必要。

・機能性関与成分の名称を正確に言うことがすごく大
事。基原との組合せが大事。

・クラスⅠ及びⅡについては品質管理を厳しくするこ
と、規格を細かく定めることで範囲とすることがで
きると考える。ただし、生鮮食品及び単一の農林水
産物のみが原材料である加工食品に関しては、機能
性関与成分が分かっているものだけが対象であると
考えたい。ここはあくまでも植物エキスという形で
整理をしていただくのがよろしいのではないか。

・サプリメント形態のものと、加工食品の形態のもの
をどうするか。サプリメント形態のものについては、
最終製品の品質管理をすることにはある程度経験が
ある。一方、加工食品はありとあらゆるパターンが
あり、どういう品質管理をするかは、プロダクトデ
ィペンデントで、統一的な議論ができない。加工食
品については、エキス等でやろうとするものについ
て、特に最終製品でエビデンスがとられているもの
に限るという形にしないと、品質管理の話が複雑に
なる。

・機能性関与成分と指標成分について、定義を作る必
要があるのではないか。

・クラスⅡとクラスⅢの線引きが消費者からすると分
からなくなってくる。

・明確に関連する生理活性があって、二次代謝産物で
あると定義すれば、ある程度コントロールできる。

・現行ガイドライン別紙１の４つ目のところにエキス
というものを定義として盛り込めば、すとんと落ち
るのではないか。

・消費者からすると○○エキスと書いてあると、それ
が機能性関与成分とどう違うのか分からない。○○
エキスとしてクラスⅠがどういうものか、届出様式
でかなり限定していかないと広がっていくと思う。

＜安全性及び機能性の評価方法について＞
・安全性及び機能性のデータと原材料が同じであるか

ということをいかに示していくか、原材料と同等性
のあるものが使われているということが、最終製品
でも確認できることが条件になる。

・安全性及び機能性の評価方法については、第三者に
よる事後チェックが実効性を持って確実に行えるこ
とを基本として考えるべき。

・臨床試験と同じもの、同じ形態、最終的には同じも
のが常に販売されているということをもって、安全

性の根拠にするという考え方になる。プロダクトの
部分で安全性及び機能性の担保をさせようと思う
と、崩壊性試験や溶出試験など、製剤的に同一であ
るかという考え方も必要になってくる。

・機能性関与成分だけの安全性や機能性に関する考察
だけでは不十分で、製品全体での考察が必要ではな
いか。

　最終製品でどうかという観点での安全性の考察が必
要。
・食経験の評価と二次情報による食経験の評価と最終

製品の臨床試験に基づく評価、これらは機能性が明
確でない成分のものに関しては必須とすべき。

・エキスそのものの安全性試験をやられていて、実際
にそこにいろいろなものを加える。しかし、加えて
いるものそのものも基本的には安全なものであっ
て、安全な形で作られていれば、それはやはり安全
だと言える。

・基本的には単一のものと賦形剤、それ以外のもので
やるのが一番きれい。

・特にエキスの場合は機能性関与成分と言われるもの
以外で、複数のものを入れないという規定を作らな
いと後でチェックできない。パターン分析も全くで
きなくなる。

・システマティックレビューに乗る際には、最終的に
は溶出試験をしないとまずいだろう。機能性関与成
分の全体についての議論をしなければいけない場合
には、溶出性まで同一であると言えることが大事。

・エキス以外のものは入れないような形をとっていた
だきたい。また、最終製品の定性・定量の試験、最
終製品での試験はぜひ要望したい。

　以上のような消費者庁の第10回検討会の纏め資料を
拝見して、品質管理をどこまで要求するかが大きな問
題ではあるが、エキス等の機能性を特定できない食品
も恐らく何らかの形で機能性表示が可能になると推測
している。しかし、私は医薬品の世界ですら十分に管
理できていないエキスや生薬成分と同じような成分管
理を現行の制度において管理することについて大きな
疑問を抱いている。
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