
はじめに
　わが国の保健機能食品制度は、生活習慣病の増
加、医療費の高騰等を背景として国民の健康への
関心が高まっていることから、適切な情報提供に
より国民自らが健康の維持増進のために正しく食
品を選択できるように、国の管轄のもとに一般食
品でも医薬品でもない一定の条件を満たした食品
に対しその健康機能を表示できる制度として運用
されている。
　日本の保健機能食品制度は2003年のスタート時
は、特定保健用食品と栄養機能食品の２つから構
成されていたが、2015年に機能性表示食品が加え
られ、現在は図１のような位置づけになっている。
特定保健用食品はその健康機能を表示するために

は臨床試験を行い、国の審査を経なければならな
い。栄養機能食品は６種類のミネラル、13種類の
ビタミンおよびn-3系脂肪酸の栄養素で一定の基
準を満たせば届け出の必要はない。機能性表示食
品は企業の責任において健康機能の表示を可能と
している。しかも、その健康機能の科学的根拠を
示すのに必ずしも臨床試験を必要とせず、文献の
システマティックレビューで証明できれば良い。
事業者にとって届け出が比較的容易であるため、
発足後７年目の令和４年５月２日現在でその届け
で品目の数は5,406件と近日中に5,500品目に達す
る勢いである。この現状を見て保健機能食品制度
発足当時の基本的な考え方に立脚するためのある
提案を行いたい。（参考資料１と２）

図１　特定保健用食品（トクホ）と機能性表示食品の位置づけ（消費者庁ホームページより引用）

爆発的に増加する機能性表示食品の現状を見てのある提案
長村　洋一

（一般社団法人日本食品安全協会）

服部　知美
（津市立三重短期大学）

Ⅱ. 今日の話題
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保健機能食品制度の原点
　日本の保健機能食品制度が国外のいわゆる健康
食品の制度と大きく異なっているのは食品成分を
錠剤カプセルに詰めたものから、一般加工食品と
生鮮食品のような食品形態までが対象となってい
ることである。ここで注意しなければならないの
は、特定保健用食品制度がスタートした1991年当
初は特別用途食品の許可要件の一つに「原則とし
て、錠剤型、カプセル型などをしていない通常の
食品形態の食品であること」が記載され、錠剤と
カプセル型は認められていなかったことである。
しかし、2001年の保健機能食品制度の創設時に栄
養機能食品が加わり、ビタミンやミネラルの商品
形態を考慮し、錠剤とカプセル型の製品が認めら
れた。この栄養機能食品制度が始まった当初には、
生鮮食品を含まないとされていた。そして、2015
年に機能性表示食品制度の発足時に一般加工食品
のみでなく生鮮食品も加えられた。
　このように整備されてきた保健機能食品制度で
あるため、全ての商品に「食生活は、主食、主菜、
副菜を基本に、食事のバランスを」との表示が義
務付けられている。こうした背景の中で制度化さ
れた機能性表示食品の食品形態を調べてみると、
例えば、令和４年５月２日現在でその届けで品目
の総数5,406件のうちサプリメント形状のものは

2855件、加工食品形態が2408件、そして生鮮食品
形態が143件と約半数近くが一般食品である。前
述のように特定保健用食品は創設時にサプリメン
ト形状を認めなかったことから、大半が一般加工
食品である。（参考資料３）
　そこで、保健機能食品のうち一般食品としては
どのような食品が販売されているかを調査してみ
たところ、表１のように我々が家庭料理の食材と
して用いることのできるものばかりである。この
ように非常に多く販売されている一般食品の形態
に関しては、その機能の利用方法はあまり報告も
宣伝もなされていない。保健機能食品が標榜して
いる保健機能の多くは生活習慣病対策に有効な事
項が多い。そして、食生活の改善は生活習慣病対
策の非常に重要な一因子であり、国は生活習慣病
に陥りやすい特にメタボリックシンドロームを抱
えた人たちの食生活習慣改善に関し管理栄養士に
その食生活指導をゆだねている。
　現場の管理栄養士は、その指導対象者たちが簡
単にその指導に従ってくれないのが悩みの種であ
る。その指導に従わない理由の一つが、具体的に
食材を並べて献立の話をしてもその献立の有する
意義まで含めて相手に納得させることが困難であ
るからである。したがって、行動変容を喚起させ
るわかりやすく説得力のある指導媒体が必要とさ
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表１　健機能食品に見られる一般食品例
「公益財団法人日本健康栄養食品協会トクホごあんない2021年版」「消費者庁Ｈ
Ｐ食品表示基準における栄養機能食品とは」「消費者庁ＨＰ機能性表示食品の届
出情報検索」「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構」より作成
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れる。そこで、この特徴ある日本の保健機能食品
のうち機能性表示食品を中心に使用して、食生活
改善の必要がある対象者に向けて、期待できる機
能性を明記した栄養バランスの良い様々な献立を

「保健機能のあるバランス食」として献立の開発
を行い、体脂肪を減らす、高めの血圧を抑える、
食後の血糖値上昇を抑制する、といった機能表示
のある一般食品形態の保健機能食品を利用した特
定の健康志向の献立を考えて栄養改善学会などで
公表して来ている。（参考資料４）
　以上のように、保健機能食品制度発足当時から
一貫して意図されている食生活改善手段としての
保健機能食品の利用は、生鮮食品を含む一般食品
の献立への利用という形で活用が可能であること
が明らかになってきている一方で、機能性表示食
品を中心として急速に増加しているサプリメント
形状の問題点に気付いてきた。

多種類の食品がほとんど同じ論文を根拠として届
け出
　機能性表示食品は、その食品の機能を事業者の
責任において表示できる米国の制度を真似た制度

であるが、特定保健用食品と大きく異なる点は、
その機能の科学的根拠にヒト臨床試験を必ずしも
必要としない。この制度の事業者向けパンフレッ
トにはその科学的根拠に関して、「一つは、最終
製品を用いた「臨床試験」です。「臨床試験」は、
人を対象としある成分、食品の摂取が健康状態な
どに及ぼす影響について評価する介入研究です。
もう一つは、研究レビュー（一定のルールに基づ
き文献を検索し、総合的に評価（システマ…ティ
ックレビュー））です。」…としてガイドラインに基
づいて行うよう指示が出されている。（参考資料
５）
　特定保健用食品のために行われるヒト臨床試験
は、時間とお金を随分と必要とする。機能性表示
食品においてもヒト臨床試験を行えばほぼ同じ費
用を必要とする。それに比較して特定の成分に関
してシステマティックレビューによる文献検索で
その機能の根拠を示すことは、多数の研究がすで
に行われている成分に関しては比較的簡単にかつ
コストも安く実施できる。したがって、ある程度
文献が出そろっている成分を含有する機能性表示
食品は発足当初から多くの会社が関連製品を多く

表２　機能性表示食品の機能性成分
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発売している。表２に届け出られている成分を数
の多い順に並べて表示しているが、同じ成分の製
品がかなり多く販売されていることが明らかであ
る。
　そこで、機能性表示食品でその機能性の科学的
根拠をヒト臨床試験またはシステマティックレビ
ューのどちらで届け出ているかの調査を年毎に調
べてみたところ、図２に示すようになった。図の
ようにヒト臨床試験ではなく、機能性関与成分の
システマティックレビューによる届け出製品が非
常に多く、しかも食品事業者が異なっても同成分
かつ同機能性であればほぼ同様の科学的根拠論文
であることが判明した。届け出に費用が安くでき
るこの文献検索による製品は今後さらに増加する
ことが容易に推測される。
　システマティックレビューを行うとき、検索す
るデータベースは限られているので、同じデータ
ベースから抽出され、届け出られている文献が全
くバラバラであることは考えにくい。そこで、そ
の実態を数値化することを試みた。方法としては、
調査対象の機能性関与成分ならびにその機能性は
届出数の多い「難消化性デキストリン」の糖と脂
肪に関する機能性、「GABA」の血圧に関する機
能性、「大豆イソフラボン」の骨に関する機能性、

「ビルベリー由来アントシアニン」の目に関する
機能性を有する届出食品に関する文献について、
消費者庁に届け出られた採用文献を調査した。機

能性関与成分により届出食品数が異なることもあ
り、それぞれに調査する条件を設定した。
　難消化性デキストリンを機能性関与成分とする
販売中の食品12社12品の糖に関する機能性の科学
的根拠となった採用文献は67文献で、うち43文献
は10社10食品以上で採用されていた。脂肪に関す
る機能性の科学的根拠となった採用文献は15文献
で、うち9文献は11社11食品以上で採用されてい
た。GABAを機能性関与成分とする届出食品104
品の血圧に関する機能性の科学的根拠となったの
は26文献で、うち14文献は60品以上で採用されて
おり、14文献のうち11文献は80品以上で採用され
ていた。大豆イソフラボンを機能性関与成分とす
る届出食品70品の骨に関する機能性の科学的根拠
となった採用文献は、合計13文献であった。その
うち11文献が届出食品30品以上で採用されてい
た。また、そのうち6文献は届出食品60品以上で
採用されていた。ビルベリー由来アントシアニン
を機能性関与成分とする届出食品のうち販売中の
食品34品に関する機能性の科学的根拠となった採
用文献は、14文献であった。そのうち3文献は販
売中食品の半数にあたる17品で採用されていた。

（参考資料２）
　 以 上 の よ う に、 難 消 化 性 デ キ ス ト リ ン、
GABA、大豆イソフラボンおよびビルベリー由来
アントシアニンについて機能性関与成分の科学的
根拠として採用文献調査結果では、半数以上が共

図２　機能性表示食品における機能性の評価方法　SR（システマティックレビュー）、CT（臨床試験）
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通の文献を採用している。特に難消化性デキスト
リン、GABAおよび大豆イソフラボンはその傾向
が強く、共通の文献の採用が確定しつつある。さ
らにこの調査において、異なる事業者について調
査を実施したことから、事業者間での偏りはなく、
似通ったデータベースを基にシステマティックレ
ビューによりある機能を浮かび上がらせようとす
れば、誰が行っても同じ論文に行き着くことを意
味している。

複雑な保健機能食品制度に対するある提案
　機能性表示食品が保健機能食品に加わったこと
を契機として一般食品形状の食品に加え、錠剤と
カプセル型のいわゆるサプリメント形状の食品の
届け出も増加している。ここで改めて注意しなく
てはいけないのは、一般食品形態の食品において
は特定保健用食品成分の過剰摂取は発生し難い
が、サプリメント形状のものでは過剰摂取の発生
の可能性が高いことである。今までの健康食品発
生した被害情報のほとんどの事件は錠剤やカプセ
ル型の製品に依っている。そして、健康食品の錠

剤やカプセル型の製品では、その製造工程におい
てしっかりした品質管理を行わないと安全性に問
題のある商品ができる可能性が高い。しかし、現
在の保健機能食品ではＧＭＰによる品質管理は指
定成分以外義務付けられていない。この点は諸外
国に後れを取っていると感じている。（参考資料
６）
　そして、改めて保健機能食品の位置づけを食品
の何らかの機能を表示することができる制度全体
の中で見直すと図3のようになる。すなわち、そ
の発足の歴史的経由にもよるが特定保健用食品は
栄養改善法に規定される特別用途食品の一つとし
ての取り扱いも受けている。逆に機能性表示食品
と栄養機能食品は栄養改善法とは関係のない位置
づけとなっている。図から明らかなようにかなり
入り組んで複雑な様相を呈している。
　機能性表示食品のサプリメント形状の製品は前
述のように今後増加の一途をたどると推測される
一方で、一般食品形態の特定保健用食品と機能性
表示食品も今後増加する事も予測される。特別用
途食品は、その名のとおり、全て一般食品形態を

5

図３　特別用途食品と保健機能食品の関係および関連法規
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とっている。こうした状況の中で我々は図４に示
すような制度への改変を提案したい。
　保健機能食品をすべて栄養改善法の管轄にお
き、特別用途食品、特定保健用食品、機能性表示
食品の３形態とする。従来の特別用途食品は現状
のままとするが、特定保健用食品のみ除外して独
立させる。その特別用途食品は従来通りヒト臨床
試験を要求し、国の審査を必要とする。このよう
に臨床試験を必要とすれば、近年明らかになりつ
つあるビタミンやミネラルの新しい機能について
もその表示を認めても事件は発生し難いと考えら
れる。一定数以上の申請認可があり、各段の健康
障害が発生しない成分に関しては規格基準型へ移
行する。
　機能性表示食品は、事業者の責任でしっかりし
た研究レビューを行い保健機能のエビデンスが保
証されている食品を届け出によって認める。すで
にいくつかの成分がそうであるが、一定数以上の
届け出があり、その根拠論文が共通している成分
に関しては国の設置するワーキンググループと食
品安全委員会による検証を経て、一定の基準を満
たしている成分に対し規格基準型制度も設ける。
この規格基準型の中に現在届け出の必要ない栄養
機能食品を加え、可能な表示は現状の範囲とする。

栄養機能食品の表示は現在かなり問題があるが、
その原因は届け出の義務がないので、どこにもチ
ェックされず販売できる点にある。
　そのため、栄養機能食品は本来の栄養機能食品
制度の精神に準拠したビタミンまたはミネラルを
補充するための食品であるが、明らかに栄養機能
表示食品と表示することだけが目的で、実は別の
いわゆる健康食品の価値を高めるために使用して
いるとケースが多い。具体的にはウエブ上で見か
けられる栄養機能表示食品を調べてみると、栄養
機能表示食品成分でない主な成分が大きく記載さ
れていて、その製品のコマーシャルから購入者に
その成分の健康効果を期待させていると推測され
る例である。こうしたことは、届け出制度にすれ
ば簡単に防ぐことができるし、問題が発生した時
の対処もし易くなる。（参考資料７）
　そして、安全性向上のためにすべてのサプリメ
ント形状食品にはＧＭＰを義務付けるようにす
る。このように単純化することで、いわゆるサプ
リメントと献立に利用できる食品をしっかり管理
できるようになるとともに、消費者の混乱も現状
よりかなり解決すると考えている。

図４　保健機能食品制度に関する筆者の提案
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