
　昨年４月１日から施行された機能性表示食品制度
は、消費者団体等の根強い反対運動や監視の中で、１
年を経過した。従来の俗悪低級な「いわゆる健康食品
問題」を排除できる可能性の高い制度と期待している
が、幾つかの問題点が浮かび上がってきている。規制
改革の中で行われた制度としての発足ではあるが、そ
のリスクが人の健康に関する要素を有するだけに企
業、行政の両者に幾つかの戸惑いが消えていない。初
期の頃は消費者庁に登録される届出情報の数が非常に
少なかったが、昨年の６月と９月に消費者庁から届け
出の留意情報が出されたり、届け出を支援する幾つか
の企業等ができたりして、次第に届出の数は上昇をし
てきた。そして本年の３月31日にガイドラインの改訂
版が出された1）。
　以後の数字は新制度では、消費者庁が要求する安全
性、医薬品との相互作用などを企業の責任において確
かめ、有効性安全性が確保されていることの確信が持
てれば、機能性の表示ができることになっており、す
でに消費者庁のホームページには４月22日現在で302
品目掲載されている。国はその内容は精査せず、手続
きだけを確認して受理番号を付与する登録制となって
いるので、国民は企業から提供される情報を基に、自
身で広く情報を集め、自己判断でその商品を購買し使
用しなければならない、というのが今回の表示制度の
大きな特徴である。
　この新制度に対し筆者は、発足当初は上手に制度を
活かすことができればいわゆる俗悪な健康食品の一掃
のために非常に良い制度となりえると大きな期待を抱
いていた。確かに大きな進展はみられるが、多くの問
題点も明らかになってきている。そんな状況下で届け
出られた状況を見ていて、登録される食品のタイプの
方向性によっては食生活改善の非常に良い改善契機と
なしうるのではないかとの期待を感じさせるものがあ
る。ここでは、今までの健康食品の問題点とその解決
策としての新制度を振り返り、私の感じているこの制
度活用への期待を述べさせていただく。

１．いわゆる健康食品の問題点の解決糸口としての新
制度

　この制度ができるまでわが国では機能性が表示でき
る食品はビタミン、ミネラルなどの栄養機能性食品と
特定保健用食品（トクホ）および特別用途食品のみで
あった。従って、そうした状況下においてトクホ以外
の分野では真面目な健康食品企業とそうでない企業の
製品が混在し、健康食品の世界は玉石混交というより
玉石石々混交の世界であったし、制度の開始された今
もさほど変わったわけではない。しかし、この一年間
に出された機能性表示食品を振り返ってみると、いわ
ゆる健康食品の問題点はそれなりに解決される方向性
にあることが明確である。以下問題点と新制度の対応
を概観する。
①健康食品に定義がない問題とその解決：日本では保

健機能食品以外の食品に関しては機能性に関しては
一切何も言えない。そこで、非常に抽象的な表現で
機能をイメージさせる広告が行われているが、その
表現が行き過ぎて結局薬機法に引っかかっているケ
ースが後を絶たない。ところが、日本で問題となっ
ているかなりのいわゆる健康食品は、欧米や中国、
韓国等の近隣諸国ではきちっと定義されているため
に日本で問題とされているような表示上の問題は比
較的起こりにくくなっている。新制度では国が認め
たものでない旨の表示をした保健機能食品として分
類されることになった。従って、もし「いわゆる健
康食品」として食品に分類されていた食品の多くが
ここへ移行すれば、事実上日本にも健康食品に関す
る定義ができたことになる。この中に、加工食品、
生鮮食品が含まれていることが諸外国の制度と大き
く異なる点であり、私はここを活かすことが非常に
重要だと最近考え始めているので、後にこの問題を
取り上げる。

②有効性の根拠があいまいである問題とその解決：有
効性の根拠に関しては多くは、動物実験が主で、後
は体験談がちりばめられているような商品が圧倒的
に多い。その体験談や広告から暗示させられている
表示は医薬品も顔負けのような商品も珍しくはな
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い。特にがんなどに有効であると称する怪しい健康
食品に惑わされて、適切な医療を適切な時期に逸し
てしまい悲劇に見舞われている消費者も少なくな
い。新制度では、有効性に関してはいわゆる文献調
査により証明するか、または実際に臨床試験を行っ
て証明することになっている。前者の文献調査で証
明された素材が、一定量含む食品がその効果を発揮
するかどうかにはかなりの疑問があるが、いずれに
しろ有効性の根拠は提示されることになった。

③安全性に関する検討が乏しい問題とその解決：安全
性に関しては、消費者には「食品であるから安全が
保証されている」ような考え方が蔓延している。し
かし、マレーシア、インドネシア等の国々で普通に
食べられているアマメシバで、多数の死者を出した
事件2）や、疫学的にも試験管レベルの実験でもその
有効性と安全性を多くの第一線の研究者が確信して
いたβ-カロテンが、長期投与により喫煙者で優位
に肺がん罹患者が発生した事件3）や、必須アミノ酸
であるトリプトファンの過剰摂取で発生した多くの
死者を出した事件4）等を人類は経験している。これ
らの典型例のみではなく、食品は医薬品のように直
ちに効果が表れないが、長期にわたって摂取した時
にどのような結果を招くかは全く未知であると行っ
ても過言ではない。新制度では、喫食経験を明確に
するか、特定保健用食品に準じた安全性試験を行う
ことになっている。

④品質管理がいい加減である問題とその解決：国民生
活センターのホームページ5）にはいくつかの健康食
品が実際にはほとんど入っていなかったり、飲んで
も消化器でまったく溶解しなかったりする商品が多
くあることが報告されている。この点に関しては、
義務ではないが、GMP（適正製造規範）に準拠し
て製造する制度になっている。この点に関しては、
錠剤、カプセル型のものに関しては義務化して欲し
いところであるが、加工食品に関してはISOや
HACCPの対応がなされていればGMPはなくても良
いと考えている。

⑤医薬品等との相互作用があいまいである問題とその
解決：幾つかの一般食品や健康食品が医薬品と相互
作用をして吸収を遅らせたり、効果を弱めたりする
ことが明らかになっている。特にセントジョーンズ
ワートなどは薬物代謝酵素を強く活性化するために
ワルファリンやシクロスポリンなどの薬物の効果を
弱くし、実際に事件が発生している。また、ビタミ
ンK含量の高いクロレラ、青汁などもワルファリン
の効果を強く減弱させる可能性が指摘されている。

このように医薬品と健康食品の相互作用は注意をし
ないととんでもない結果を生ずることになりかねな
い。新制度では、この点を必ず調査し、明確に表示
しなければならなくなっている。

⑥表示に関する規制があいまいである問題とその解
決：前述のように健康食品は法律的に定義がなされ
ていないので、この表示に関する法的な規制は主と
して薬事法、食品衛生法、景品表示法等によってい
る。そのため健康機能に関してニュアンス的表現が
なされ、販売の時には具体的に疾患等が語られてい
るのが現状で、こうした状態も消費者の判断を誤ら
せる大きな原因となっている。新制度では、表示に
関して消費者庁は登録にあたって、非常に細かくチ
ェックをしているようである。この点は、非常に重
要であり大きな進歩だと感ずる一方で、いわゆる健
康食品として今出回っている食品が野放しである状
態への介入を強く求めたい。

⑦健康被害情報の収集体制が整備されていない問題と
その解決：医薬品においては販売後も絶えず副作用
情報を収集し、問題ある時には直ちに厚生労働省に
報告しなければならず、厚生労働省はそのレベルに
応じて種々の警告を発信することになっている。し
かし、健康食品は食品の範疇で扱われているので制
度としての被害状況収集やその報告義務はない。し
たがって、健康被害を被った消費者は消費者生活セ
ンターに届け出て、その情報が国民生活センターに
送られるか、健康彼我に気付いた医師が保健上を経
由して厚生労働省に伝えられるかして警告が国民に
発せられることになっていた。新制度では、健康被
害が発生した時の対応策を整備しないと登録されな
くなっている。

２．届け出が認められた商品の現状
　制度が発足して１年を経過したが、４月22日現在で
登録されている商品の数は304品目である。そのうち
２品目が申請を取り下げているので事実上は302品目
である。その品目のうちサプリメント形状の物は142
品目、加工食品は157品目、生鮮食品は３品目となっ
ているので食品形態のものが160品目となる。最初は
サプリメント型の方が多かったが、最近急速に伸びて
きているのは加工食品型である。また、科学的根拠を
主として文献のシステマティックレビューに依存して
いる商品が260品目以上、実際の臨床試験に依ってい
る物が40品目未満となっている。
　これらの商品の機能性の表示事項はトクホに見られ
なかった事項がいくつも見られる。具体的には次のよ
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うな表示がなされている。
　身体的な疲労を自覚している方に適する
　肌の水分保持に役立ち、乾燥を緩和する
　精神的ストレスを緩和する
　ほこりやハウスダストによる目や鼻の不快感を緩
和する
　腸内環境を改善する
　高めのBMIの改善に役立つ
　目のピント調節機能をサポートする
　健やかな眠りをサポートする
　ヒザ関節の動きの悩みを緩和する
　緊張感を軽減する機能がある
　肝機能の改善効果がある
　認知機能の改善効果がある

　これらの表示はいわゆる健康食品として販売されて
いた時には疾患の治療まで暗示させるような要素を内
包していたのに対し、ある意味で適正な表示に収まる
可能性は高い。しかし、トクホで問題とされている糖
尿病、高血圧、高脂血症の患者が疾病の治療のために
薬を止めて勝手な判断で摂取される可能性について
は、この食品でも否定できない。

３．消費者団体から出されている疑義と疑義に対する
総括

　施行直後に消費者団体から出された疑義は、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、と感じている。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
前にその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
次のような疑義が提示された。

　サプリメント形状の販売実績は食経験ではない
　消費者に分かりにくい
　機能性の根拠が薄い
　システマティックレビューの悪用
　誤解を招く表示がある
　論文が査読付きでない
　論文がCONSORT声明に準拠していない
　トクホで不許可にされた商品でもOK?
　外国で認められないものでもOK?
　表示方法がルール違反である

　このように発売前に激しい議論がなされることは、
以前のこの会誌6）にも書かせていただいたが、非常に
素晴らしいことである。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、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。
　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活かすためには、
問題点が見つかった時に消費者庁がどう対処するかが
大きな問題点となってくる。
　以上のような疑義の中で２つの問題を取り上げた
い。一つはサプリメント形状の販売実績は食経験でな
い、という指摘である。実際に１年未満の販売実績で
安全性の確保ができているという主張をしている企業
もあるが、これは問題であるとみている。前述の安全
性のところで議論したように長期間摂取した時のある
食品素材の健康におよぼす悪影響は未知である。確か
に当該食品は長年の食生活に用いられてきた食品であ
ったとしても、その食品に含まれている何倍ものその
素材を摂取した時の影響については分からないのはβ
-カロテンを始めとする栄養素の過剰摂取で発生して
いる事件からも注意を要することは明白である。
　もう一つの取り上げたい問題は、トクホまたは国外
で認められない物を登録させていることに関する事項
である。特にトクホで認められなかった商品の登録に
関しては消費者庁長官が自らが会見の席で、「安全性
試験に問題がなく作用機序で懸念があった。ただ、食
安委も安全性試験に対する問題は認めておらず、『影
響の可能性があるかもしれない』という段階では届出
内容を否定する十分な理由ではない」と述べておられ
る。こうした発言がなされたことははまさに新制度が
有する新しい方向性に対する国民の戸惑いを象徴して
いる。すなわち冒頭に述べたように、この制度は企業
がトクホで認められなかったり、国外で認められなか
ったりしても有効性安全性に関して自信があれば、一
定のルールで登録し販売できる。しかしその良し悪し
について消費者は「消費者」の「自己責任の判断」に
ゆだねられているのである。ここには消費者に説明の
できるしっかりした人材の介在の必要性が明らかであ
る。
　このような疑義が提示されている最中の昨年７月に
NPO食の安全と安心を科学する会が主催した「第11
回食の安全と安心フォーラム　新たな機能性表示食品
制度ってどうなの？」にはこの制度が作られる時に消
費者庁長官であった阿南久氏も参加しておられたが、
その総括として、NPOの理事長山崎毅氏は「少なく
とも現在までに届け出られた商品で大きな事故が起こ
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ることは非常に考え難い」と述べておられた。私もこ
の制度は十分ではないが、いわゆる健康食品問題を一
掃するためには有用な手段であると判断している。

４．機能性表示食品制度へのへの最も大きな期待
　現在、届け出が消費者庁に受け入れられた商品は、
消費者団体からは安全性や有効性に疑問を投げかけら
れている物がいくつもあるが、届け出られた状態で販
売される限りにおいて重大事故は恐らく発生しないと
推測している。しかし、企業は効果が購入者に感じら
れなかったときは見放されることを覚悟しなければな
らない。何故ならこの商品は、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
性表示を前面に派手な広告のみで機能性の根拠を満た
さない商品は一時売れることがあっても長続きはしな
いことを企業は注意しなければならない。
　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、この制度を
21年前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7）。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。日本の機能性表示食品は前述のように加工食
品と生鮮食品の方がサプリメント型より多いが、米国
の制度では明らかな食品形態のものを排除しているの
で、日本の制度の大きな特徴は食品型のいわゆる健康
食とでもいうべきものが多いということである。
　ここで、一つ奇妙な疑問がわいてくる。それは、例
えばある加工食品に何らかの体に良い作用があったと
しても、その食品を毎日摂取しろと言われると、多分
実行はできないと推測できる。そんな食品は意味がな
いのでは？と思われる。確かに現状の許可品目だけで
考えるとそうなるが、もし非常に多くの加工食品や生
鮮食品に機能性が明示されるようになったとしたら、
そうした機能性食品によるレシピを多種多様に作成で
きるようになる。こうした機能性表示のある生鮮食品
や加工食品で構成される食事は、まさに管理栄養士等
が食事指導をするときの格好のレシピに発展させえる
と私は考えている。
　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
る。そのパンフレットの最終ページに、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。私は、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。
　私は、今回の新制度に対して、健康障害または経済
的被害を発生させる可能性の高いいわゆる健康食品が
淘汰されることにかなり比重をおいて考えていた。し
かし、この問題を本当に解決するためには新制度に対
し更なる検討が必要であることが明らかになってき
た。しかし、加工食品、生鮮食品に関しては、過剰摂
取問題や不純物による健康被害は考えにくいことか
ら、食品のブランド化も含めて多数の食品型機能性表
示食品が登録され、そうした食品のレシピが氾濫する
社会を楽しみにしている。
　トクホも含めて健康食品の科学的根拠と安全性試験
と称するものは品質も含めて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が多く、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。むしろ、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（特に化学）的な
世界に縁遠い消費者である。この観点に立つと今回の
制度は、課題はいくつもあるが、サプリ型と食品型に
大きく分かれてゆくと考えられるが、いずれにしても
とにかく前へ進めてゆくことが非常に有用であると考
えている。

参考資料
1 ）消費者庁ホームページ
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