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１．健康食品の機能性表示について考える
長村　洋一

（鈴鹿医療科学大学）

始めに
　本年６月に規制改革実施計画案が公表され、その中の「いわゆる健康食品をはじめとする保健
機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物の機能性表示の容認」の項に、「特定保健用食品、
栄養機能食品以外のいわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び
農林水産物について、機能性の表示を容認する新たな方策をそれぞれ検討し、結論を得る。なお、
その具体的な方策については、民間が有しているノウハウを活用する観点から、その食品の機能
性について、国ではなく企業等が自らその科学的根拠を評価した上でその旨及び機能を表示でき
る米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にし、企業等の責任において科学的根拠の
もとに機能性を表示できるものとし、かつ、一定のルールの下で加工食品及び農林水産物それぞ
れについて、安全性の確保（生産、製造及び品質の管理、健康被害情報の収集）も含めた運用が
可能な仕組みとすることを念頭に検討を行う。」と言う事が明確に記載され、消費者庁、厚生労
働省、農林水産省が平成25年度検討し、平成26年度結論・措置（加工食品、農林水産物とも）と
なっている。
　この決定に基づき消費者庁、厚生労働省は閣議決定された通り「米国ダイエタリーサプリメン
ト制度」を参考にして、日本の健康食品の在り方に全く新しい方向性を付けようと検討している
ことが、あちこちで行われる健康食品関連セミナー、シンポジウム、フォーラム等で伝えられて
きている。この会報が出るころには何か新しい方策が打ち出されているかもしれないが、機能性
表示が解禁になった時に重要なことの私見を述べさせていただく。

まず安全性の確保
　今回の食品機能表示の規制緩和政策が、いわゆる「アベノミクス」の経済政策の一環において
行われた事実から見て、その主眼が健康長寿社会を構築するためと言う大きな目標に並行して、
健康食品関連企業の「商品開発の行い易さと売り上げの上昇」ができることが具体的な政策であ
ることは明らかである。
　この「商品開発の行い易さと売り上げの上昇」は一歩間違えると、健康食品に関しては健康を
損ねることになりかねない要素を内包している。すなわち「商品開発においてのやり易さ」は、
ともすると粗悪なものでも認可が取れることにつながることになる。しかし「食品機能も含めて
の品質の確保」がしっかり守られる上でのやり易さでなければならない。そして「売り上げの上
昇」は、過剰摂取という大きな問題の可能性を内包している。「粗悪な商品の過剰摂取」が許容
される社会を創ったら、国民の健康は守られない。今回の機能性表示に向かって、米国のダイエ
タリーサプリメント方式を真似て導入されるとしたら、最優先しなければならない安全性の確保
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に関する問題に関して幾つかの問題点とその具体的解決策を述べる。

表示されている機能の信頼性
　新制度では、おそらく「食後血糖値の上昇を抑制します」のような表示が許されるようになる
と見込んでいるが、この機能に対する信頼性がどれほど確保されているかが、大きな問題である。
この点に関し、既に出回っている特定保健用食品以外の健康食品が裏で暗示している機能は、簡
単な動物実験のみのかなりいい加減なものが非常に多いという事実がある。
　今回の規制改革で、こうした商品を有する企業が、今まで表立って言えなかった機能が言える
ようになるということで、現状肯定のような形になるとしたら、それこそ無茶苦茶と言わなけれ
ばならない。しかし、消費者庁からはこの点に関してはかなり厳しい要求をだす姿勢が伺われて
いる。
　この機能性に関しては動物実験、ヒト試験を含め、少なくとも複数の国際的なレベルで査読さ
れている雑誌に報告されている機能である必要性は最低限ある。しかし、こうした雑誌に掲載さ
れていてもメタアナリシスにおいて、その機能性評価を行った研究者とその製品の開発企業と関
連があるものをすべて除くと「その機能性」に疑問が発生する報告がしばしばみられる。すなわ
ち、その文献のレベルの高さもさることながら、研究者と企業との「利益相反」にまで踏み込ま
れてもその機能が明確でなければならない。
　今回の規制改革における機能性表示に関しては、前述のように「企業の責任において」とある
が、この責任意識は各企業まちまちであることは明らかである。したがって、ある機能性を表示
しようとするとき、その科学的根拠に関し厳しいある一定のガイドラインを明確にしておく必要
性があり、そのガイドラインには報告される雑誌のレベルと共に、いわゆる「利益相反」に関し
て十分な考察がなされるシステムにしなければならない。

ある食品素材が入っていることとその機能の保証の関係
　素材の機能性に関し厳しい審査の結果認められた場合においても、もう一つの大きな問題が出
てくる。それは、その素材が入った食品においてその素材の機能が発揮されるかどうかは全く未
知の問題であるからである。この問題は医薬品における研究ですでに明確になっていることであ
るが、医薬品成分はその機能を発揮させるために、非常に種々の工夫がなされている。それ故に、
薬学には薬剤学、製剤学という学問分野が確立している。しかし、健康食品素材に関しては入っ
ている食品素材が、実際に摂取したときにどのように、どれくらい機能を発揮するかについては
治験が非常に少ない。しかし、薬と同じような検証を要求すれば費用が膨大なものになってしま
うので、現実的な方策としては取れない。
　この点に関して、どのような監視の目を光らせるかは大きな問題である。なぜなら現在世の中
に出回っている健康食品は小さなカプセルやドリンクビンに数種類の素材を混合しているものが
非常に多い。しかし、これらの製品の中の入っている食品素材がその効果をすべて発揮している
とは考えにくいのと同時に、懸念事項としてそれらの相互作用がもう一つの未知の問題として含
まれているからである。
　したがって、販売される食品の機能性の表示を認めるとした時、単にその食品素材が含まれて
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いることだけでは許可できないことは明らかであるが、食品としての形態として摂取したときに
どこまでその機能が期待できるかを表示するに当たっては、各企業に対してしっかりしたガイド
ラインを提示しておく必要がある。

品質の確保
　前述のような基準を満たし、ある程度の機能が期待できる製品ができたとしたとき、次に発生
するのは、その製品の品質の問題である。健康食品の品質に関しては、国民生活センターのホー
ムページにも公表されているように、かなりいい加減である可能性が現在は高い。国民生活セン
ターの報告では、内容量がまるで少なかったり、摂取してもそのまま消化管を通過し、吸収され
ない可能性があったり、とかなり無茶苦茶な状態である現状が指摘されている。
　この品質の確保に関してもいい加減な製品では、消費者は何を摂取させられるのかがわからな
い状態であってはいけないので、何らかの方法での監視が必要である。特に量の問題は、不正確
であると、健康機能に対しては全く作用がなかったり、逆に作用が強過ぎて健康障害が発生した
りする可能性があるので自主規制をかけるにしてもその方法論を明確にする必要性がある。

品質確保としてのGMP
　厚生労働省は昨年３月に健康食品に関しては「GMPマークのあるものを選びましょう」と
いうチラシを作成し配布するのと同時に、ホームページ上にもそのような記事を出している。
GMPは元々医薬品の品質確保のために開発された製造工程規範である。したがって、健康機能
を有する食品素材をGMP規範に沿って健康食品として製造すれば、それなりの品質確保ができ
ることは明白である。
　ところが、この会報にも既に数回にわたって書いたように日本のGMPには幾つかの問題があ
る。まず、認証機関が２つ存在していて規範がそれぞれに異なっていることである。日本の健
康食品GMPに関するガイドラインは平成17年にだされているが、これは非常に大雑把なもので、
そのまま規範として用いられるものではない。
　そこで、公益法人日本健康・栄養協会と一般社団法人日本健康食品規格協会とがそれぞれに
規範を作成し、独自に監査体制をおき、夫々に認証しているのが現状である。一方、健康食品
GMPに関してその規範に従って製造しないと販売禁止措置までなされている米国では、国が示
した明確な大部な規範があり、その規範は一つしかない。
　日本における２つの認証機関の存在は、企業ひいては消費者の大きな混乱のもととなっている
ので、この点を何らかの形で解決する必要がある。さらに、もう一つ大きな問題は、日本では現
在GMPが義務化されていないことである。米国ではｃGMP規範に基づいて製造されていない製
品が販売できないレベルまで規制されているが、これは機能性表示に関し完全に企業の責任とす
る中での品質確保のための最低限の事項として要求されている。したがって、日本においても
GMPの規範の在り方、認証に関する保証等に関し、早急に国外から見ても奇妙でない体制を整
える必要がある。
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摂取量の問題
　今回の規制改革実施に当たって健康食品に起こる大きな変化の可能性の一つが、機能性表示に
よって消費者が購入しようとする食品の機能を商品の表示から読み取れるようにする点にある。
このことは、消費者が購入しやすくするという点での改革としては大きな進歩のように見えるが、
問題は、消費者がその表示から適正な摂取を行うかどうかという問題である。筆者が最も心配す
るのは過剰摂取の問題である。
　たとえば、アマメシバの問題を振り返ると、量を間違えた時の深刻さが伺える。今もってこの
野菜の食習慣発祥の地であるインドネシアにおいては全く中毒が発生していないのに、台湾にお
いては多数の死者まででるような事件に発展している。すなわち、ここにはインドネシアで長年
食べられていた野菜だから安全だという基本的な考えがあった。そして、その野菜を少し多めに
食べると減量効果があることが台湾で発見され「減肥菜」などという名称が付けられ、多量摂取
の環境が整い、実際に多量に食べた人達が犠牲になったのである。
　全く同じことが、コンフリーにおいても言える。コンフリーはロシアコーカサス地方の常食の
野菜であり、この地方の方々が長寿であることから、日本では一時積極的に栽培されていた時も
あるが、健康食品として多量に摂取されるようになると少量含まれているアルカロイドがとんで
もない毒性を発揮することが判明し、日本では野菜としても販売禁止になっている。すなわち、
既に長年の食習慣がある食品でも量によっては健康に障害が出ることをこれらの事件は明確に示
している。
　今回の規制改革による表示は農水産加工食品まで含めての機能性表示が認められる予定である
だけに、この事件の教訓は極めて注意を要する事項である。すなわち例え、長年の食習慣のある
食品であっても量が過ぎれば何が起こるか分からないことを改めて考え直す必要がある。例えば、
山菜の蕨に強い発がん物質が発見されたのは５０年程前で、その本体がはっきりしたのはまだ30
年前のことである。ソテツの実の中の発がん物質が見つけられたのも数十年前のことであり、緑
黄色野菜の健康成分のβ-カロテンを単独で摂取させたら健康になるどころか、がんになるヒト
が増加傾向になることが明らかになってまだ10年そこそこである。さらに、アマメシバやコンフ
リーの問題が明確になったのもこの10年くらいのことである。我々は、常食している野菜におい
てすら、多量摂取したときの安全性は未知なのである。

茶カテキン問題から見えてくる特定保健用食品の有する意義
　最近、国外において茶カテキンによるかもしれないという健康障害事例がいくつか報告され、
フランス、スペイン等では販売禁止措置まで出され、カナダの保健省も注意喚起を促している。
こうしたことから一部の人たちから「超危険なトクホ」としてネット上で、ある大手メーカーが
出している体脂肪燃焼をうたい文句にした特定保健用食品がたたかれている。
　筆者はこの茶カテキン問題こそが、規制緩和に伴ってのいわゆる健康食品の在り方についてあ
る警告を示す非常に良い例かもしれないと見ている。まず、茶カテキンに関する現在までの種々
の報告を、飲料としての日本茶の疫学的調査およびカテキンそのものの投与による健康効果に関
してメタ解析も含めて見ると、有効性はかなり強く示唆されている。このことが、日本では茶カ
テキン飲料が特定保健用食品として出てきた所以である。有効性があるだろうという同じ観点か
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ら、国外ではカテキンそのものをサプリメントとして販売を行った。
　特定保健用食品と国外のいわゆるサプリメントの大きく異なる点は、有効性、安全性に関して
一定のガイドラインの基に審査されて許可され、しかも錠剤、カプセルではなく、飲料の形態で
販売されているのに対し、国外では錠剤として販売された点である。健康被害例がでた国外の物
に関しては、混在するカテキン以外の不純物や他薬物との併用による可能性も指摘されているが、
いずれにしても大きな違いは、特定保健用食品はその名の通り食品として摂取して保健機能を得
ようとするものであるのに対して、国外で事件となったいわゆるサプリメントとして供給される
ものは保健機能を目的として濃度の高い化学物質の摂取をさせている点である。言い換えれば、
医薬品に近い形での摂取を目的としている。
　筆者は食と健康において最初に考えなくてならない健康食品の摂取よりはるかに重要なこと
は、健全な食生活であると確信している。このことは、保健機能食品全般に記載されている「食
生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを」というキャッチフレーズそのものである。
そして、アマメシバ、コンフリー事件からも明らかなように、常食食品成分であっても量が過ぎ
た時には必ず何らかの健康障害が発生すると考えている。逆に言えば食品の形を基本とした特定
保健用食品の在り方は、錠剤、カプセルを基本とするいわゆるサプリメントとは大きく異なり安
全性の確保において優れている。そして、本当に有効性のあるものは、量が過ぎれば障害が発生
するからこそ食品の形式をとることで極端な摂取が抑制され、事故が起こりにくいのである。既
に特定保健用食品の成分として認可を受けている化学成分の中には、錠剤、カプセル等にして大
量摂取させたら明らかに健康障害が発生することが予測される物質が幾つか存在する。

全ての物質は毒である
　以上のようなことから、日本の高濃度茶カテキンと称する飲料は特定保健用食品としての形態
を保っていることが、国外におけるような事件を引き起こさなくて済んでいる大きな原因ではな
いかと考えている。医薬品がそうであるように、効果のあるものは量が過ぎれば必ず副作用が出
てくるのが当然であり、適量を摂取することが重要なのである。
　筆者は、特定保健用食品の許認可の基準の際に摂取量を規定していることが重要なポイントの
一つになっていると感じている。一部のこれらの特定保健用食品を攻撃している人たちの考え方
の大きな問題点は、大量摂取したときに発生する障害を取り上げて、その物質が入っているから
危険だという考え方である。これは、食品添加物等の攻撃にも良く見られるパターンであるが、
量を無視して入っていることを危険視するととんでもない結論が出てくる。
　有効性のあるものは量が過ぎれば毒性を示すようになる。「すべての物質は毒物である。ある
物質を毒か薬かに分けるのは量である」という有名なパラケルススの言葉の意味は重要である。
問題とされている茶カテキンに限らず、特定保健用食品の有効成分として認められている成分の
殆どの物質にはＬＤ50が存在し、その数値がかなり低いものも数多くある。したがって、一部消
費者団体の人達の「入っていれば危険」と言う思想で特定保健用食品を排除してゆく姿勢は、特
定保健用食品の認可も取らずにわからないところでもっと粗悪な商品をはびこらせる危険性を内
包していると危惧している。今回、特定保健用食品の形をとっている飲料には国外におけるよう
な深刻な事故を発生させない理由は、まさに特定保健用食品の形態が有効に働いていることを否



32

日本食品安全協会会報　第8巻　第4号　2013年

定できない。

届出制の導入について
　既に一部消費者団体は、いち早くその要望書に機能性表示に対して「届出制」の導入を訴えて
いるが、消費者庁もその方向で検討していることが伝えられている。筆者も何か問題が発生した
ときの対処において届出制は非常に有用だと考えている。ただ、その届ける情報の質とタイミン
グ、及び誰が、どこへ届け出るか、そしてその情報をどこが管理するかが大きな問題である。
　まず、届け出る情報の内容であるが、その製品に入っている成分（原材料の起源を含めて）と
その有効性を示す根拠となる情報、そして過剰摂取時の障害、医薬品との相互作用などを含む安
全性情報などである。そしてこれらの情報の幾つか関しては、薬剤の添付書類のように各商品に
添付するか、またはネット上で閲覧が可能とする。米国のダイエタリーサプリメント方式では、
発売後の届け出となっているが、日本で行うとしたら、事前（最低１月以上前？）とし、発売さ
れたその日から閲覧可能な状態とする。
　そして、発売後の重要な情報として届け出なければならないのは、健康障害が発生した場合の
詳細な情報である。その届け出られた情報に問題が認められる場合、消費者への迅速な伝達シス
テムを構築しなければいけない。この実際の消費者からの健康障害情報は必ずしも企業だけでは
なく、病院、販売店などにも入ってくるケースがかなりあると推測される。そこで、こうしたと
ころに存在する的確なアドバイザリースタッフを含めた医療職者等に届け出の義務を課しておく
ことにより消費者被害の拡大は大きく防ぐことができると考えられる。
　こうした情報をどこに集め、管理して行くかは、相当な人的、経済的負担が発生するのでどの
ようにするかは、関係省庁で十分議論して構築をお願いしたい。

第３者認証について
　以上のような届出制度が義務付けられるようなシステムを作ろうとすると、その適否を認証す
る第3者認証機関の問題が持ち上がってくる。筆者は第３者認証機関を置くとしたら、基本的に
財政的基盤も含めて厚生労働省か消費者庁直轄の機関であるべきと考えている。
　それは、現時点においてこうした公的機関に相当するだけの立場で認証できる組織がないから
である。健全な業界の集まり、または食品、医学関係等の学会等がそうした団体として一見考え
られるが、現在のところこうしたことのできる機関は残念ながらない。なぜなら、こうした認証
団体になるためには基本的に「利益相反」を徹底排除しておかなければいけないからである。
　業界団体の集まりが行うとしたら、利益相反に相当するのは明確である。一方、学会と言うと
学者の集まりとして聞こえは良く、客観性があるように聞こえる。しかし、現存する食と健康の
関係を中心的課題として構成されている学会の中で、企業の賛助会員を受け入れなかったり、企
業広告を全く掲載しない学会誌発行を行ったりする学会は一つもない。そして、どの学会もその
学会の維持が苦しい状態にあるのが一般的な現状である。実際幾つかの学会は、企業の賛助会員
を排除したら経営が成り立たなくなる。
　平成20年の「健康食品の安全性検討会」の報告書で提案された厚生労働省が後ろで監視をする
第３者認証制度も、その経済的基盤が明示されてなく、現実に少し出来かけているそうした団体
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に対し、国は全く経済的援助を行っていない。このような条件下において利益相反を全く排除し
た認証団体は作るのが非常に困難であると考えられる。

国外のようになるということは、国外の問題も同時に入ってくることである
　いずれにしても規制改革実施案に「米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にし、
企業等の責任において科学的根拠のもとに機能性を表示できるものとし、・・・・」とあるので、
何らかの形で国外の似たような制度と同じように機能表示が可能になることは明らかである。こ
のことは、天下の悪法と問題視されているいわゆる薬事法における「46通知」をなし崩し的にで
きるということで、歓迎する向きも多い。しかし「46通知」が施行されている中で、健康食品問
題をどのようにしたら良いかと試行錯誤を重ねて実行されてきたのが特定保健用食品を含む保健
機能食品制度である。
　筆者は、健康食品に関して起こる健康被害を大きく防いでいたのは、ブレーキのかけ過ぎとの
批判は否めないかもしれないが、「46通知」が結果的には有効に働いていると考えている。したがっ
て、今回の改革で「国外のようになるということは、国外の問題も同じように入ってくる」とい
ことを考える必要がある。そこで、国外でどんなことが起こっているかを、ネット上で各国の健
康関連当局が発表している情報を見ると、死者が出るような事件が結構たくさん発生している。
実際、この夏以降だけでも厚生労働省は少なくとも２つ国外で死者の発生した健康食品情報を各
関係機関に通達し、注意喚起を行っている。従って、国外でどのような問題が発生しているかを
良く研究して、日本で同じようなことを極力発生させないようなシステムを構築する必要がある。
　ついでであるが、国際的と言うことは、米国と同じと言う意味で考えることはできない。健康
食品の多くの原材料が米国以外の国から調達されていること、そして日本で生産される健康食品
は当然米国以外の国々への輸出もできる状態にしなければならない。そうした場合、ヨーロッパ
および近隣のアジアを視野に入れ、有効性、安全性に関する基準はこうした国々と調和の取れた
ものでなければならない。

消費者教育について
　健康食品で起こっている消費者の被害は健康被害とそれと並んで大きな問題は詐欺を含めた経
済的被害である。健康被害は健康食品の有効性、安全性に関する消費者の無知と、もう一つ無視
できないのはかなりの場合、製造者の無知である。医薬品メーカーには薬剤師等の化学物質と健
康の関係の専門家が最低限従業員の中にいるが、健康食品メーカーの中には全くそうした専門家
のいない数人の工場で作られているケースが相当ある。こうした会社では、販売に当たる人がい
かに売るかと言うこと以外、何も考えていない場合があるので、とんでもない売られ方をしてい
ることがある。また、健康食品の消費者被害に関してもかなりは、消費者の健康食品の有効性に
関する無知に付け込まれていることがある。
　こうした消費者と製造者、販売者の食品素材とその健康機能に関しての無知に起因する健康お
よび経済的被害を防ぐためには、消費者及び製造者の教育しかない。ところが、今規制改革で行
われようとしているのは、消費者が表示で機能を読み取ることができるような環境づくりである。
　前回の会報にも書かせていただいたが、ダイエタリーサプリメントの使用問題に関して米
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国のホームページを検索すると「Health Care Provider」という単語に必ず突き当たる。この
「Health Care Provider」を詳しく調べてみると、この名称は整形、耳鼻科、生活習慣病関連専
門医などで補完代替医療に携わっている医師が多く用いており、政府が出している認定資格者で
はない。すなわち、米国におけるダイエタリーサプリメントの使用は、こうした「Health Care 
Provider」による栄養教育の一手段として使用されていることが、分かる。この大きな目的は、
食生活の改善による健康な生活の確保である。
　さらに前号の繰り返しになるが、今回の規制改革を機に、健康食品の利用に当たって一般消費
者は食生活も含めた適切なアドバイスを必要とすることになる。米国においては既に統合医療が
かなり行われており、また医師が栄養教育をかなり受けていることからダイエタリーサプリメン
トを消費者が利用するためのアドバイスができる体制がかなり整っていると言える。
　一方、日本では健康食品の適切利用に関する知識が十分でない医師も非常に多く、また、統合
医療も認められていないので、健康食品を利用しての食生活改善による自己管理を医者にのみ依
存することはあまり得策ではない。こんな中で、厚生労働省のガイドラインに従って認定され、
しっかりした知識を有するアドバイザリースタッフの活用は、非常に実現性のある具体的な法的
整備の方法の一つであると確信している。

検討が望まれる健康食品の定義
　今回の規制改革の実施案によれば前述のように「特定保健用食品、栄養機能食品以外のいわゆ
る健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物について、機能
性の表示を容認する新たな方策をそれぞれ検討し、結論を得る。」となっている、ここには簡単
に言えば野菜のような食品と、健康食品として作られたある錠剤とが同じ土俵で機能性表示が可
能になることを意味している。
　このことは例えばGMPの義務化と言ったときに大きな問題を醸し出す。例えば、ある特定の
成分を高濃度に含んだ食品に機能表示が許されているとしたとき、その野菜の製造工程にGMP
を課すのは明らかに奇妙で、むしろ義務付けるべきはGAP（農業生産工程管理）である。ところが、
その食品成分を抽出濃縮し錠剤またはカプセルにしたような製品は、GMPで管理されなければ
いけないのも明らかである。さらに、その野菜を多量に含む缶詰だったらISOで管理するのが最
も良いかもしれない。
　このように、幅広く機能性表示を認めるときに安全性、有効性のガイドラインを作成するとし
たら健康食品に対して何らかの定義をしないと製造工程管理に対して問題が出てくる。明らかな
食品、または明らかな錠剤、カプセル状のものはそれなりの規制ができるかもしれないが、その
中間に位置するタイプが出てきて混乱を招くことは容易に想像できる。
　従って、何らかの形で健康食品の定義をすることを厚生労働省に考えて頂きたいと望んでいる。
そして、最後にもし健康食品を定義するとしたら今まで日本が培ってきた保健機能能食品制度の
有する安全性を確保するために、その名称はカタカナではなく、最後に”食品”の付く用語であっ
て欲しいと筆者は望んでいる。




