
始めに
　機能性表示食品制度は、平成27年４月に発足し
４年目を迎えたが、消費者庁は本年の３月28日に
その届け出ガイドラインの第３次改正版を出した1）。
発足当初から種々物議を醸していたこの制度も３
年を経過してそれなりに方向性をはっきりさせ始
めた感がある。
　消費者庁は今回の改正の要点を図１に示す概要
にまとめ、（1）届出資料の簡素化、（2）届出確認
の迅速化、（3）生鮮食品の特徴を踏まえた取扱い、

（4）対象となる機能性関与成分の拡大、（5）分析
方法を示す資料の開示、（6）事業者による届出後
の販売状況の届出としている2）。
　かねてから問題となっていた申請してから登録
までの煩雑さと時間がかかる問題に関しての届け
出項目の入力事項が約30％削減されかなりの改良
が加えられた。さらに届け出の簡略化事項として

「届出資料作成の指導や制度の普及啓発を行って
いる営利性のない団体、例えば、業界団体、消費
者団体、学会で確認をされた届出資料は、消費者

１．機能性表示食品の届出等に関するガイドライン第３次改訂について

長村　洋一
（鈴鹿医療科学大学）

Ⅱ. 今日の話題

図１　「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」等の一部改正の概要　消費者庁ホームページより2）
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庁においてガイドラインにのっとった届出である
かどうか形式的な確認を行うこととなる。」とし
ており、消費者庁における書類そのものの不備等
に関するチェックの負担を減らすことが具体化さ
れている。
　今回の改正は生鮮食品などに関してもかなり多
岐にわたるため、昨年９月に出された87の項目か
らなる質疑応答集に大きな追加がなされて116項
目の質疑応答集としてガイドラインと同時に公表
されている3）。
　この改正ガイドラインは平成30年３月28日から
施行となっているが、同時に出された届出申請の
簡素化を図った機能性表示食品届出データベース
の改修後のガイドラインを出しており4）、このガ
イドラインの施行日時に関しては改めて公表する
としている。今回の改正で植物エキスおよび分泌
物の届け出を認め、販売状況の届け出も義務付け

るが、これらの事項の施行も簡素化を図ったガイ
ドラインの施行と同時とするとなっている。（図
２）

生鮮食品は健康食献立への利用がより容易に
　今回の改定に伴って出された質疑応答集で、「生
鮮食品に関して」が最も多く追加された。生鮮食
品に関して改正した大きな理由として消費者庁は
届け出の低迷を挙げている。筆者は機能性表示食
品を「錠剤カプセル型」よりむしろ加工食品型や
生鮮食品型にする方が、過剰摂取の問題を防ぐこ
とができ、また食品の健康機能に関する「食育」
の素材として利用できる。従って、これらの食品
型の商品が多く販売されることを大いに歓迎すべ
きと考えている。特に最近は日本薬膳学会が提唱
する「健美和膳」としての新しい日本の健康食の
中に通常の食品型の保健機能食品を取り入れた献

図２　第３次改正「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」の運用の概要　消費者庁ホームページより2）
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立を考え、これを管理栄養士さんたちが食と健康
に関する食育の教材として役立てる活動を始めて
いる5,6）。
　実際に新しくされた生鮮食品としての表示に関
して質疑応答集では一日摂取目安量の問題も含め
て次のようになっている3）。科学的根拠のレベル
の要求は、他の機能性表示食品と同じレベルで要
求しているが、生鮮食品の特異性を考慮し具体的
には次のようになっている。以下原文からの引用
部分はイタリックとした。
ア…最終製品を用いた臨床試験で科学的根拠を説明

した場合
（例）「本品にはＡ（機能性関与成分）が含まれる
ので、Ｂの機能があります（機能性）。」
※…複数の機能性関与成分を含み、表現が複雑にな

る場合は、「本品にはＢの機能があります。」と
表示し、機能性関与成分名をそのすぐ近くに表
示してもよい。その場合は、他の成分と混同し
ないような表示とする。

イ…最終製品に関する研究レビューで科学的根拠を
説明した場合

（例）「本品にはＡ（機能性関与成分）が含まれ、
Ｂの機能がある（機能性）ことが報告されていま
す。」
※…複数の機能性関与成分を含み、表現が複雑にな

る場合は、「本品にはＢの機能があることが報
告されています。」と表示し、機能性関与成分
名をそのすぐ近くに表示してもよい。その場合
は、他の成分と混同しないような表示とする。

ウ…機能性関与成分に関する研究レビューで科学的
根拠を説明した場合

（例）「本品にはＡ（機能性関与成分）が含まれま
す。ＡにはＢの機能がある（機能性）ことが報告
されています。」

　次の事項はより献立に保健機能を付与しようと
する場合に利用できる表示内容である。
　特定の食事に追加して摂取することで機能性が
期待できるようなものについては、前提となる食

事について表示する（例：「本品は○○を△mg…
含みますので、魚介類を□g/日程度（日本人の
平均摂取量）摂取している方の××に役立ちま
す。」「本品には○○が△mg/日含まれます。○○
を△mg/日摂取すると、魚介類を□g/日程度（日
本人成人の平均摂取量）摂取している方の××に
役立つことが報告されています。」）。

　量の問題に関して当該食品が一日摂取目安量を
含んでいない場合でも次のような表示ができれば
届け出られるようになった。
　生鮮食品については、機能性が報告されている
一日当たりの機能性関与成分の量に占める割合を
表示することができる（例：「本品にはＡ（機能
性関与成分）が含まれ、Ａを▲mg/日摂取すると、
Ｂの機能がある（機能性）ことが報告されていま
す。本品を○個食べると機能性が報告されている
一日当たりの機能性関与成分の量の△％を摂取で
きます。」）。
※…△については、一日当たりの機能性関与成分の

量の50％以上の値。

　生鮮食品の場合、その機能性素材の含量に関し
て不安定とならざるを得ない状況が多く存在する
が、その点に関しても次のような配慮がなされて
いる。

（4）一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与
成分の含有量食品表示基準別記様式二又は別記様
式三の次に（枠外に）、「機能性関与成分」や「機
能性関与成分（一日当たりの摂取目安量当たり）」
等、機能性関与成分である旨を冠し、販売期間（消
費期限又は賞味期限を表示する場合はその期間）
を通じて含有する値を一定の値又は下限値及び上
限値により表示する（例：機能性関与成分…○○（機
能性関与成分名）△△mg）。当該一定の値にあっ
ては、分析値がこの値を下回らないもの、また当
該下限値及び上限値にあっては分析値がこの範囲
内でなければならない。生鮮食品においては、含
有量にばらつきが生じることがあり得る。ばらつ
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きを生じさせない対策（機能性関与成分の含有量
の下限値を設定した場合、成分の含有量が下限値
を下回らないような栽培・出荷等の管理）を採る
ことが前提となるが、どうしても表示値を下回る
可能性がある場合は、「○○（機能性関与成分）
の含有量が一定の範囲内に収まるよう、栽培・出
荷等の管理を実施しています。しかし、△△は生
鮮食品ですので、◇◇（ばらつきの要因）などに
よって、○○（機能性関与成分）の含有量が表示
されている量を下回る場合があります。」等の注
意書きを付すものとする。なお、当該表示をする
場合は、その根拠となる資料を当該食品が販売さ
れている期間を通じて保管し、必要に応じて情報
を開示できるようにしておく。

　以上のように今回の改正により、栄養バランス
を考えて献立を立てようとする管理栄養士等が利
用しやすい環境が提供された。ある生鮮食品の機
能性表示食品を用いようとすると、今までの表示
だと丸ごと全部使わなければならないような圧迫
感が出てしまい、使用しにくかった。しかしこれ
からは、通常の栄養表示と同じように一切れの魚、
野菜等が入っていることにより一日必要量の何％
が摂取できるかを表示するという感覚で扱えるの
で、ビタミン、ミネラル等と同じように自分の立
てた献立の中で健康素材の因子が強調しやすくな
る。
　このことは、健康と食材に関する食育などの栄
養指導に携わる方々が、その対象者により分かり
やすくビタミン、ミネラル以外の素材を量の概念
を含めて保健機能を理解させることができる。こ
れは長い目で見ると学校教育のみではなく社会全
体が必要としている健康状態を考えた正しい食生
活における食品の適正利用につながり、ひいては
国民の健康に大きく寄与することにもつながる。
実際筆者の研究室の社会人大学院生は、自身の特
定保健指導の具体的献立に機能性表示食品を用い
ることを試みている6）

新たに追加された2つの素材
　この改正ガイドラインは平成28年末に11回の検
討会を踏まえて出された「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
報告書」において提言された内容に準拠している。
平成27年のガイドラインでは機能性表示食品素材
として原則として「食事摂取基準が定められた栄
養素」は認めないとしながらも、タンパク質、ア
ミノ酸、脂肪酸の一部が認められていた。検討会
において業界から糖質、糖類、ビタミン、ミネラ
ルおよびエキス類を認めて欲しいとの要求が業界
から出されていた。この検討会報告書ではビタミ
ン、ミネラルは栄養機能食品制度で見直すことと
し、糖質、糖類およびエキス等の登録を認めるこ
とを勧めていたが、その通りこの２つについて認
めた改正となった。
　新しいガイドラインでは「糖質、糖類について
は、主として栄養源（エネルギー源）とされる成
分（ぶどう糖、果糖、ガラクトース、しょ糖、乳
糖、麦芽糖及びでんぷん等）を除いた糖質、糖類
を対象成分となり得るものとする。」としており、
表１のような具体例表示を行っている（表１）。
　さらにエキスについても届け出対象と認められ
るが、エキス等に関しては一昨年の検討会でも非
常に長時間議論された結果まとめられたが、その
検討された内容をほぼ反映している形として出さ
れた。具体的には別紙「エキス等の考え方につい
て」としてまとめおられ、およそ次のようなこと
を要求している。
●指標成分の考え方
　エキス等を機能性関与成分とする場合の指標成
分の要件として①…複数の成分を設定すること、
②…エキス等に特徴的な成分であること、③…少な
くとも１つの指標成分について、エキス等の機能
性に係る作用機序について、in…vitro試験及びin…
vivo試験、又は臨床試験により考察されているも
のであることとしている。
●原材料（エキス等）の規格を示す資料
　製造方法、製造手順に係る資料として①植物の
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収集の過程、②細断・混合・初期抽出、③抽出後
の処理、④分離・精製、⑤乾燥・濃縮、⑥その他
を具体的な例示を含めて要求している。そして「エ
キス等の同等性の確認方法に係る資料として、同
等性を確認するための規格を設定することが必要
となる」としたうえで「確認試験の方法（パター
ン分析、薄層クロマトグラフィー、主成分分析、
活性試験、ELISA、ウエスタンブロッティング）
を原則として、パターン分析を行い、それに加え、
確認試験として何を選択するかは、事業者の判断
とし、この確認試験の方法に基づき、安全性及び
機能性の評価におけるエキスの同等性の評価を行
う。」としている。
●エキス等の同等性を担保するための資料
　「食品のGMPで求められている項目のうち、エ
キス等の同等性を担保するために必要な項目とし
て、製品標準書、製造管理基準書、製造記録、品
質管理基準書、試験方法、保存サンプル、試験記
録及び試験成績書が挙げられる。」としてGMP認
定の有無に関係なく、GMPと同等の書類の整備

を必要としている。
●定性確認、定量確認の実施に当たっての考え方
　原材料から製品まで含めて定性、定量試験とも
にその方法を示す資料（標準作業手順書）を添付
する。となっており定量試験については、①定量
分析についてバリデーションをとる、②定量分析
の結果（分析試験成績書）を添付する、③複数ロ
ットにおいて、指標成分がばらつかないかを確認
する必要がある、としている。また訂正試験につ
いては分析試験成績書にクロマトグラム、TLC…
の画像データ等を添付することを求めている。

分析法の開示について
　ガイドラインの「食品の分析」の項に、「届出
時に添付する成績書等に関する留意点」という事
項があり、そこには次のようなことが記載されて
いる。以下イタリック部分は原文のまま。
　届出をしようとする食品を用い、機能性関与成
分及び安全性を担保する必要がある成分に関する
定性試験及び定量試験の分析方法を示す資料（届

表１　……ガイドラインで示された新たに追加された糖質、糖類の具体例　ここ
に掲載されている糖及び糖類は例であってこれ以外であっても改正さ
れた機能性表示食品の届出等に関するガイドラインに準拠していれば
可能である。アンダーライン部分が今回追加された。

86

日本食品安全協会会誌　第13巻　第2号　2018年



出者において試験機関の標準作業手順書を入手で
きる場合は当該標準作業手順書、標準作業手順書
を入手できない場合は操作手順や測定条件などで
きる限り試験方法について具体的に記載した資
料）を添付する。
　また、エキス等や定性確認の必要がある機能性
関与成分の場合は定性試験の分析方法を示す資料

（届出者において試験機関の標準作業手順書を入
手できる場合は当該標準作業手順書、標準作業手
順書を入手できない場合は操作手順や測定条件な
どできる限り試験方法について具体的に記載した
資料）を添付する。定性試験及び定量試験の分析
方法を示す資料は、第三者機関において分析がで
きることが前提となる。
　なお、糖質、糖類及びエキス等の分析方法につ
いては、妥当性が検証されている必要があり、更
に査読付き論文や公定法など客観的な評価が行わ
れたものが望ましいため、分析方法の妥当性を示
す資料（バリデーションデータ）を添付し、更に
査読付き論文や公定法などに従った分析方法を用
いた場合には、その出典について分析方法を示す
資料中に記載すること。
　エキス等を機能性関与成分とする場合は、届出
をしようとする食品の定性試験及び定量試験の分
析方法を示す資料に加え、原材料としてのエキス
等についての定性試験及び定量試験の分析方法を
示す資料を添付する。
　以上のように新たに対象食品として認められた
糖質、糖類およびエキス等についてもかなり厳し
く、分析方法の開示を求めている。しかし、複合
成分の中から特異的な化学成分を正確に分析しよ
うとするとかなりのノウハウを必要とするケース
がある。そんな場合は企業としては開示したくな
い。定性試験及び定量試験の方法を示す文書は、
届出者等の権利、競争上の地位、その他正当な利
益を損なうおそれがある部分については情報開示
の対象外（マスキング対象）となる。マスキング
を行っての届け出も可としている。しかし、マス
キングを行って届け出を行う場合は、マスキング

を行ってない書類と行った書類に二つを提出する
必要がある。
　ところで、このように分析法の開示を求めてい
ることは、消費者庁が買い上げ調査による取り締
まりを本気で取り組もうとしている姿勢を示して
いると推測される。昨年５月に７品目の特定保健
用食品（トクホ）を買い上げ調査して２品目の両
目不足を公表した。そして本年４月にも「平成29
年度特定保健用食品に係る関与成分及び機能性表
示食品に係る機能性関与成分に関する検証事業

（買上調査）」の調査結果について、を公表してい
る7）。
　その集計結果として、100品目（57社）内訳特
定保健用食品40品目（31社）機能性表示食品60品
目（32社）２）について①…関与成分等が申請等
資料の記載どおり適切に含有されていた品目98品
目（55社）②…関与成分等が申請等資料の記載ど
おり適切に含有されていなかった品目２品目（２
社）３）その他上記２品目のうち１品目は生鮮食
品又は単一の農林水産物のみが原材料である…加
工食品であり、表示値を下回る可能性がある旨の
表示がされている、と報告されている。
　この分析法の開示は、すでに登録されている食
品にもさかのぼって適用されるとなっている。し
たがって全商品に関して開示されることになる。
このことは消費者庁または民間の団体等が買い上
げ調査を行うのにも非常にやりやすい環境が整う
ことになると推測される。結果として品質管理に
関し社会的な監視の目が行き届くことにつながる
ので消費者の商品に関する信頼性が高くなること
が期待できる。

事業者による届出後の販売状況の届出について
　登録後の販売状況に関する届け出を届け出デー
タベース改修後に義務付けることが示されてい
る。この項目が設けられたのは、一昨年９月に発
生した日本サプリメントが機能性素材が入ってい
ないとのことで、トクホとしての許可取り下げが
行われた。そしてこれを契機として登録されたト
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クホの全商品について同じようなことの有無の調
査をしたときに当時登録されていた1271品目のう
ち366品目しか販売されていないことが明らかに
なった。そして現在トクホについて現在申請者は
販売状況に関する報告が義務付けられている。機
能性表示食品に関しても同じことが義務付けられ
ることになったと考えられる。
　筆者らは保健機能食品を利用した献立「健美和
膳」を特定保健指導における食事指導に用いるこ
とを具体化すべく種々の献立開発を行っているが7）、
その過程で大きな問題に直面した。その問題とは
表２に筆者の指導学生が献立を立て購入しようと
した機能性表示食品の販売状況を示すが、表から

明らかなように求めている食品が店頭でほとんど
購入できなかったことである。実際につぶさに調
べたのは一店舗のみの大手のスーパーであるが、
他の幾つかの店舗でも買えそうになかったので、
メーカーに直接どこで購入できるかを問い合わせ
た。
　その結果メーカーからの回答は問い合わせた多
くの食品が店舗にはおいてないまたはあっても県
外との返事であった。そこで実際にはメーカーか
ら直接購入したり、頂いたりして献立を作成した。
学生たちが作成した献立はなかなか美味しかった
だけに、このような健康食料理が素材の入手が困
難なためにできなかったのは残念である。この販

表２　献立開発に使用した機能性表示食品の販売状況
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売状況届出制度が購入のしやすさにまで発展して
くれることを期待している。
　筆者のこの取り組みに関しては、日本食品化学
新聞に２月から３回にわたり「健美和膳　国民の
健康を護るための機能性食品の活用に向けて」と
題して詳細を掲載させていただいたのでご覧いた
だきたい（第１回　２月１日号、第２回　３月15
日号、第３回４月26日号）。さらに毎日新聞も４
月10日号の家庭欄に全国版で献立のカラー写真入
りで紹介していただいた。

改めて提案したい保健機能食品制度の根本的な改革
　機能性表示食品制度における対象品の届け出数
は、昨年の10月にトクホの申請数を上回り、種々
の観点からこの制度の意義が論じられた。そして
日本健康栄養食品協会の最近のアンケート調査報
告によればトクホの販売実績は機能性表示食品制

度が発足後も僅かずつではあるが伸展し、昨年は
過去２番目の規模の売り上げとなった。ところが
この同じ報告書の中で申請件数に関しての報告が
あるが、図３に示すように機能性表示食品制度発
足の2015年はその前年65件より伸びて80件、翌年
が95件とあたかも関係なく伸び続けているように
見えたが、昨年は55件と前年の半減に近い数値と
なっている。トクホは申請をしてから許可まで２
年近く要すると言われているので、この動きは業
界がトクホより機能性表示に走り始めていること
を如実に示しているｔｔｔっと考えられる。
　機能性表示食品とトクホの違いとして「国が認
めたものかそうでないか」が良く引き合いに出さ
れる。筆者はこの点よりももっと重要なことは「そ
の商品で臨床試験が行われているか、いないかの
点」であると考えている。この観点からみると機
能性表示食品は５月２日現在で1350件登録されて

図３　日本健康・栄養食品協会のアンケート調査による表示許可・承認品目の推移（2017年12月末現在）…
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いるが、当該商品で臨床試験が行われているもの
は３年間で75件しかない。残りはすべて文献レビ
ューに基づくものである。医薬品の世界ではジェ
ネリック医薬品の問題が良く取沙汰されるが、こ
こでも許可には最小限の臨床試験が要求されてい
る。言い換えれば「機能のある化学物質がその対
象食品に入っていれば、その機能が発揮されると
は限らない」ことが非常に明白であるからジェネ
リック医薬品にも最小限の臨床試験が要求されて
いる。
　筆者はこの観点からトクホの申請が減ることを
大いに危惧している。すなわち文献レビューを根
拠にして出されている機能性表示食品は「本当に
その効果があるかないか」は分からないのである。
したがって表示自体も「○○○の機能が報告され
ている」となっている。法律的にはこのように逃
れれば良いかもしれないが消費者の立場から言え
ば「ちゃんとして下さい」である。
　昨年当会誌に３回にわたって「保健機能食品制
度を考え直す」と題して書いたがその結論として
保健機能食品を臨床試験が行われたかそうでない
かにより区分することを提案したが改めて少し改

変を加えて図３のような提案をしたい。
　保健機能食品を特定保健用食品と機能性表示食
品の２種類から構成させるが、当該食品の臨床試
験によりその効果が確認されている商品を特定保
健用食品、文献レビューにより当該食品の効果が
期待できる可能性のある商品を機能性表示食品と
する。そして、両者ともに国による審査はなくし、
米国と同じように事業者の責任において届出、販
売後の商品の監視に国はエネルギーをつかうよう
にする。そして、ビタミン、ミネラル等の栄養素
に関してもその対象として認めることとし、現在
の栄養機能食品制度を事実上廃止する。この制度
の橋の必要性は、すでに指摘したように悪用が目
立つこととトラブルが発生した時の対応が何もな
されていないからである8）。
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図４　保健機能食品制度に関する筆者の提案
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