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1. 本事業の概要 
 
本事業の全体概要は、次ページのとおり。 
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安全性・有効性の２つの観点から提案 

 国立健栄研ＤＢ認知の向上→消費者の認知向上を図るとともに、専門家へも周

知徹底する 

 国立健栄研ＤＢに掲載する製品情報→販売中のトクホ製品は全て掲載する 

 国立健栄研ＤＢに掲載する内容の拡充→個別製品について申請書を基に掲載情

報を拡充するとともに、トクホの基本概念やカテゴリの説明、トクホ制度のね

らい等を掲載し、消費者・専門家に正しい理解を促す 

 国立健栄研ＤＢでの表現方法→義務表示・許可表示には補足説明は行わず、ト

クホの基本概念やカテゴリの説明を消費者にも分かりやすい表現とする 

 国立健栄研ＤＢの構造→主に消費者向けの概要が記載されたページと、専門家

向けに現行ＤＢと同等若しくはそれ以上の情報を掲載した詳細ページの二層構

造とする 

 

国立健栄研ＤＢ拡充の方向性(提案) 

＜特定保健用食品の安全性・有効性に係る情報公開の 

拡充に向けた調査事業 結果概要＞ 

特定保健用食品（以下「トクホ」という。）に関心のある消費者だけに限らず、

トクホに関する情報を求めている専門家にとっても有意義な情報源となるよう国立

健康・栄養研究所（以下「国立健栄研」という。）のデータベース（以下「ＤＢ」

という。）に追加・修正を図るための基礎資料を得るとともに、トクホ製品の適正

な情報公開の各種項目等を設定する。 

目的 

検討委員会での検討 
トクホの基本概念を

正しく理解してもらう
必要がある 

 消費者 ＜グループインタビュー実施：20～70代のトクホ利

用者＞ 
 国立健栄研ＤＢの認知度は低い 

 義務表示は概ね理解しているが、許可表示の内容が分かりにくい 

 販売されている全てのトクホ製品が掲載されたほうがよい 

 科学的根拠となる試験の詳細は難解であるが、掲載されているこ

とで安心感が増す 

 グラフやイラスト等視覚的に訴えるもので分かりやすく掲載して

ほしい 

 専門家 ＜ヒアリング調査実施：20歳以上の専門的知識を有

し、消費者又は患者からトクホ等について相談を

受けたことがある者＞ 
 専門家自身が教育・研修等を受ける過程で国立健栄研ＤＢを紹介

されたことがなかった 

 販売されている全てのトクホ製品が掲載されたほうがよい 

 消費者からの相談時にエビデンスを求められるので、有効性や安

全性の試験に関する情報が必要である 

 体調不良や医薬品との相互作用については、よく相談を受けるの

で掲載してほしい 

 すぐに相談に答えられるよう概要が分かるページがあればよい 

 

 対象者：専門家 

 掲載する製品情報：販売

中の製品のうち、事業者

より国立健栄研にＤＢ掲

載の申請があったトクホ

製品のみ掲載。終売等の

把握、更新は未対応 

 掲載内容：専門家向けの

ため、関与成分や試験の

詳細や根拠となる論文等

についても掲載 

 表現方法：専門用語を用

いて、専門家が分かるレ

ベル 

 構造：専門家が調べるこ

とを想定 

国立健栄研ＤＢの現状 

消費者及び専門家の 

意見を反映 

消費者及び専門家の実態・要望 
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2. 本事業の目的 
 

2.1 調査の背景と課題 

(1) 特定保健用食品の状況 
特定保健用食品（以下「トクホ」という。）は、国の制度で機能性の表示を認められている保健機能食品

の中でも、個別に有効性や安全性等に関する国による審査を受け、その表示内容について許可又は承

認を受けた食品である。消費者庁許可のマークを付すことができることも特徴のひとつである。トクホ制度

は平成３年に制定され、25 年以上が経過しており、平成 28 年度におけるトクホの市場規模は 6,463 億円

に上るとされている 1。また、平成 29 年７月７日現在、トクホの許可を受けた品目は 1,093 品目、この中に

は、「疾病リスク低減表示を認めるもの」12 品目、「規格基準型」129 品目、「条件付きトクホ」１品目が含ま

れる。 
 

(2) トクホに関する DB の状況 
現在、我が国の保健機能食品のうち、トクホ及び機能性表示食品については対象となる食品のデータ

ベース（以下「DB」という。）が存在する。機能性表示食品は、平成 27 年度に事前届出制による制度がス

タートし、平成 28 年４月から、機能性表示食品制度届出 DB（以下「届出 DB」という。）の運用が開始され

ている。 
一方、トクホについての製品情報は、国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄

養研究所（以下「国立健栄研」という。）が保有する DB（「健康食品」の安全性・有効性情報 特定保健用

食品の製品情報）として公開されている。しかしながら、この国立健栄研 DB は、消費者を対象として開設

されたものではなく、管理栄養士・栄養士、薬剤師、登録販売者等の専門的知識を有する者への情報提

供が開設当初の狙いであった。さらに、許可された全ての製品情報が掲載されているものではない。掲

載されている製品情報には、食品名、製造あるいは販売者等の一般的な情報のほか、関与成分及びそ

の作用機序や分析方法、それらの根拠となる論文等、専門的な記述が含まれている。そのため、現状の

国立健栄研 DB の情報は消費者向けとはいい難い。また、消費者がトクホ等を選択・購入する際、専門的

知識を有する者に相談していることも想定される。そのため、消費者及び専門的知識を有する者それぞ

れについて、国立健栄研 DB の認知や掲載された情報に対するニーズ等を把握する必要がある。 
 

(3) トクホ制度を取り巻く課題 
トクホ制度は、これまで四半世紀に渡って消費者の合理的な商品選択の一助となってきたが、制度や

その運用について見直しの必要性も指摘されるようになっている。その中には、国立健栄研 DB に関する

指摘も含まれている。 
平成 25 年１月、消費者委員会は「『健康食品』の表示等の在り方に関する建議」を発出した。消費者委

員会ではその後の状況把握と検討を行うため、「特定保健用食品等の在り方に関する専門調査会」を設

置、現状確認を行うための検討事項を設定して議論、検討を行った。その結果は、平成 28 年３月に報告

書として取りまとめられ、公表されている。 
また、平成 28 年４月、消費者委員会はこの報告書の内容を踏まえ、関係大臣に対して「健康食品の表

示・広告の適正化に向けた対応策と、特定保健用食品の制度・運用見直しについての建議」を行った。こ

の中で、早急な対応が求められる事項が掲げられており、本事業に関連すると考えられる事項を第 2-1表
に示す。 

 
  

                                                        
1 公益財団法人日本健康・栄養食品協会「特定保健用食品の市場および表示許可の状況」（平成 29 年４月３日） 
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第 2-1 表 消費者委員会の建議（平成 28 年４月 12 日）で示された課題（抜粋） 

事項 課題 

（２）特保の制度・運用の見直し 

4）特保の製品情報

公開の義務化及

び内容の充実 

 販売中のトクホの製品情報公開を義務化する必要 

 製品情報公開は消費者庁の責任において行う必要 

 事業者が混乱しないよう、掲載すべき情報の形式や基準を明確化する必要 

 トクホの製品情報提供は、専門家である国立健栄研が運営する DB（国立健

栄研 DB）を引き続き活用する必要 

 国立健栄研 DB において、消費者向けの情報発信を行う必要 

5）関与成分に関す

る客観的情報の

提供 

 国立健栄研 DB において、健康・医療従事者等の専門家が消費者から相談

を受けた際などに利用できる情報を追加する必要 

6）DB の機能強化  国立健栄研 DB について、検索機能や被害情報を関与成分ごとにまとめて

閲覧できる機能を追加する必要 

 
平成 29 年１月、消費者委員会は、「『健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策と、特定保健用

食品の制度・運用見直しについての建議』の実施報告に対する意見」を公表した。その中で、迅速かつ

確実な実施を求める事項として挙げられた主な内容は以下のとおり。 
 
 事業者に対して、トクホの広告に、バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言の表示を 

     求める 
 トクホの製品情報公開を義務化し、公開情報の内容充実を図る 

 
このように、国立健栄研DBにおいて消費者向けの情報発信を行うこと、健康・医療従事者等の専門家

が消費者から相談を受けた際などに利用できる情報を追加すること、国立健栄研 DB の機能強化を図る

こと等の指摘を踏まえた情報公開の拡充を進める必要がある。 
 
 

2.2 調査目的 
前述したトクホ制度を取り巻く背景と課題を踏まえ、国立健栄研 DB におけるトクホ製品の安全性・有効

性に係る情報の拡充を図るためには、消費者や専門的知識を有する者が現状の国立健栄研 DB をどの

ように評価し、どのような情報を欲しているか、等を把握する必要がある。また、トクホ制度にのっとって許

可申請を行う事業者側の対応可能性についても確認する必要がある。 
そこで、複数の有識者からなる検討委員会を設置し、消費者及び専門的知識を有する者を対象とした

調査の設計や調査結果の検討を行うとともに、事業者を参考人として招致して意見の聴取を行い、国立

健栄研 DB に追加・修正を図るための基礎資料を得ることを本事業の目的とする。 
具体的には、消費者や専門的知識を有する者がどのような情報ニーズを持っているか、一方で事業者

がどの程度の情報であれば提供可能かを整理した「情報公開に係る各種項目」とともに、トクホに対する

消費者の誤認を招かない表現方法はどのような内容かを整理した「表現方法の判定基準」について、そ

れぞれ調査結果と検討委員会における検討結果を踏まえて整理することとする。 
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3. 本事業の実施 
 

3.1 検討委員会の設置・運営 

(1) 検討委員会の開催概要 
トクホの安全性・有効性に係る情報公開の拡充に向けて、本事業では、一般消費者を対象としたグル

ープインタビューと専門的知識を有する者を対象としたヒアリングを実施する。そのため、これら２つの調

査の方針、調査手順、調査結果の解析・考察に加えて、情報公開に係る各種項目や表現方法の判定基

準等の検討、報告書のとりまとめ等について検討を行うための検討委員会を設置した。 
検討委員会は、調査の設計、調査結果の解析・考察、情報公開に係る各種項目の検討の各段階で開

催し第 3-1 表のとおり、計３回開催した。 
 

第 3-1 表 検討委員会の開催状況 
回 実施日時 実施場所 議題 

１ 平成 29 年 10 月 25 日（水） 
９時 30 分～11 時 30 分 
 

インテージ秋葉原ビル
会議室 
 

１．本事業の目的と概要について 
２．調査事業の設計について 
３．その他 

２ 平成 29 年 12 月 22 日（金） 
10 時～12 時 
 

インテージ秋葉原ビル
会議室 
 

１．情報公開に係る各種項目の検討について 
２．表現方法の判定基準の検討について 
３．その他 

３ 平成 30 年２月１日（木） 
13 時～15 時 
 

インテージ秋葉原ビル
会議室 
 

１．情報公開に係る各種項目の検討について 
２．全体報告書（案）について 
３．その他 

 
 

(2) 検討委員会の構成 
検討委員会は、トクホの有効性･安全性等の有識者 10 名程度で構成する。また、検討委員会では、ト

クホの情報公開の充実化に関する検討を行う必要があることから、 
 国内外の食品表示制度や保健機能食品制度等に精通している専門家 
 機能性の表示を読み解くために必要な手段等に精通している公衆栄養の専門家 
 栄養教育（健康教育）及び消費者教育に関する専門家 
 トクホの製品やその有効性・安全性等の情報リテラシーに関する専門家 

等から構成される検討委員会とすることが重要である。 
実際の検討委員会の構成員は、第 3-2 表のとおり。 
 

第 3-2 表 検討委員会の構成員（敬称略・五十音順） 
氏名 所属 

赤松 利恵 お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系 
公衆栄養学研究室 

教授 

石見 佳子（座長） 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所  
国立健康・栄養研究所 

シニアアドバイザー 

畝山 智香子 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 部長 

梅垣 敬三 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所  

国立健康・栄養研究所 食品保健機能研究部 

部長 

迫 和子 公益社団法人日本栄養士会 専務理事 

土田 博 公益財団法人日本健康・栄養食品協会  
特定保健用食品部兼栄養食品部 

部長 

戸部 依子 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・
相談員協会（NACS） 
消費生活研究所 

所長 

永田 清 東北医科薬科大学 薬学部 環境衛生学系 教授 
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3.2 一般消費者を対象としたグループインタビュー 

(1) 目的 
本事業では、トクホを利用したことのある一般消費者に対してトクホ購入時等に必要な情報を確認する

ことで、消費者向けの情報として国立健栄研DBに掲載すべき内容を分析し、より消費者が活用しやすい

国立健栄研 DB への拡充に資する基礎資料とすることを目的として、グループインタビューを実施した。 
 

(2) 調査設計 
対象者条件は、第 3-3 表のとおりである。 
 

第 3-3 表 グループインタビューの対象者条件 
分類 概要 

調査対象者条件  首都圏在住 
 20～80 代の男女 
 トクホを利用している（頻度は事前調査で把握） 
 食品関連事業者、健康・医療従事者は除く 

※特定の業種や所属する企業規模等に偏りがないよう配慮して選定する 

対象者選定方法  調査モニター（インターネット経由）より事前調査を通じて抽出 

対象者人数  １グループ６名程度、合計８グループ 

実施日  平成 29 年 11 月 10 日～12 日 

実施場所  ウェルコインタビュールーム 2nd アネックス 
 
トクホに対する認識や利用状況は性別や年代によって異なると考えられることから、若年層から高齢者

まで網羅する必要がある。そのため、性別・年代ごとの利用頻度や利用目的の違いを考慮して、第 3-4 表

の８グループとした。また、グループインタビューに適した規模として、１グループ６名程度とした。 
今回は「トクホに求める情報」がメインテーマであり、購入時にどのような情報を確認しているか、どのよ

うな情報があると参考になるか、といった質問が中心となることから、自分自身でトクホを購入している者が

対象者としてより望ましい。そのため、対象者の選定に当たっては、自分自身で購入している者を優先的

に選定した。 
 

第 3-4 表 グループ設定 
 

 
 

(3) 結果概要 
グループインタビューの結果概要は以下のとおり。 
 国立健栄研 DB の認知度は低い 
 義務表示は概ね理解しているが、許可表示の内容が分かりにくい 
 販売されている全ての製品が掲載されたほうがよい 
 科学的根拠となる試験の詳細は難解であるが、掲載されていることで安心感が増す 
 グラフやイラスト等視覚的に訴えるもので分かりやすく掲載してほしい 

 
なお、結果等の詳細は、グループインタビューに関する報告書を参照されたい。 

 

 
  

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上

女性

男性 グループ３

グループ２ グループ４

グループ5

グループ6

グループ7

グループ8

グループ１
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3.3 専門的知識を有する者を対象としたヒアリング 

(1) 目的 
本事業では、健康・医療従事者等の専門的知識を有する者（以下「専門家」という。）が、消費者からの

トクホ等の健康食品に関する問合せに対応するに当たり必要と感じている情報を確認することで、専門家

向けの情報として国立健栄研 DB に掲載するべき内容を分析し、より専門家が活用しやすい国立健栄研

DB への拡充に資する基礎資料とすることを目的として、ヒアリングを実施した。 
 

(2) 調査設計 
ヒアリング協力者の条件は、第 3-5 表のとおりである。 
 

第 3-5 表 ヒアリング協力者条件 
分類 概要 

ヒアリング対象者 
条件 

 首都圏在住 
 20 歳以上の男女 
 専門的知識を有し、消費者又は患者からトクホ等（健康食品を含む。）の利

用について相談を受けたことがある 
 管理栄養士、医師、薬剤師、看護師、保健師、登録販売者等を想定 

 トクホの適正な利用について理解がある 
 これまで個別のトクホ製品の研究開発に関わっていない 
 （できれば）国立健栄研 DB を利用したことがある 

対象者選定方法  調査モニター（インターネット経由）より事前調査を通じて抽出 

対象者人数  10 人 

実施日  平成 29 年 12 月３日、５日 

実施場所  RoomSeed 「グリーンルーム」 
 
(3) 結果概要 

グループインタビューの結果概要は以下のとおり。 
 専門家自身が教育・研修等を受ける過程で国立健栄研 DB を紹介されたことがなかった 
 販売されている全ての製品が掲載されたほうがよい 
 消費者からの相談時にエビデンスを求められるので、有効性や安全性の試験に関する情報が 

     必要である 
 体調不良や医薬品との相互作用については、よく相談を受けるので掲載してほしい 
 すぐに相談に答えられるよう概要が分かるページがあればよい 

 
なお、結果等の詳細は、ヒアリングに関する報告書を参照されたい。 
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4. 情報公開に係る各種項目の検討 
 

4.1 検討の背景・目的 
前述のとおり、現在の国立健栄研 DB により公開されている情報は、消費者向けではなく専門的知識

を有する者を対象とした情報提供を期待した内容となっている。そのため、消費者向けの情報の拡充を

図るためには、消費者の国立健栄研 DB の認知状況やトクホ購入時に参照する情報、あるいは相談先等

を把握するとともに、現在の国立健栄研 DB の情報の内容等に対する反応や意見等も聴取する必要があ

る。また、消費者からの相談を受けた経験のある専門的知識を有する者に対しても、同じく国立健栄研

DB の認知状況や消費者から相談を受けた際の情報源等を聴取するとともに、現在の国立健栄研 DB に

対する評価を聴取する必要がある。ここでは、それらの調査結果から、情報の受け手である消費者及び

専門的知識を有する者の情報ニーズ等を把握することとする。 
他方、情報を提供する側である事業者が情報の受け手のニーズにどこまで対応することができるかどう

かについても把握する必要がある。そのため、消費者等を対象とした調査結果を踏まえて論点を整理し

た上で、検討委員会においてトクホの申請をしたことのある事業者を参考人として招致し、各論点に対す

る意見聴取を行うこととする。 
消費者、専門的知識を有する者及び事業者それぞれからのニーズや意見等を踏まえ、現在の国立健

栄研DBを基に消費者向けの情報公開を拡充するために必要な情報の種類、その内容等を明らかにし、

その方向性について提案を行うことを本検討の目的とする。 
 
 

4.2 検討結果 

(1) 国立健栄研 DB の認知 
国立健栄研 DB について、一般消費者にはほとんど知られていなかったが、専門家の中にはインター

ネット検索で公的機関のサイトとして知っている者もいた。 
事業者からは、消費者庁ウェブサイトトップページから、機能性表示食品に関する情報にリンクしている

ように、トクホについてもリンクを設定すべきとの意見が出された。 
その結果を受けて、検討委員会では、国立健栄研 DB はもともと専門家向けに作ったため一般消費者

の認知が低いのは当然であり、一般消費者向けに情報の拡充を図るのであれば、トクホの基本概念を伝

えるべきという意見が出された。薬剤師会や日本栄養士会といった職業団体のウェブサイトからリンクを貼

るよう、行政から依頼をしたり、公益財団法人日本健康・栄養食品協会（以下「日健栄協」という。）のウェ

ブサイト等との連携を進めたりすることで、国立健栄研 DB の情報拡充と認知向上を図ることができるとの

意見も出された。 
そのため、一般消費者向けに新しく国立健栄研 DB による情報の拡充を行う際には、トクホの基本概念

をしっかり伝えられる内容・構造にするとともに、消費者庁ウェブサイトのみならず、関係する団体のウェブ

サイト等との連携を図ることで、一般消費者及び専門家に広くこの DB の周知徹底を図ることが課題と考

えられる。 
 

第 4-1 表 国立健栄研 DB の認知 
分類 概要 

一般消費者を対象とした
グループインタビュー結果 

 ほとんど知られていなかった（「見たことがある」は 47 人中３人のみ） 
 知らなかった者のうち肯定的反応は 44 人中 32 人 

専門家ヒアリング結果  半数が知っていた（10 人中６人） 
 国立健栄研 DB を定期的あるいは都度利用している者は４人 
 知っていた者のうち５人はインターネット検索でたどり着いている（教

育・研修ではない） 

事業者からの意見  消費者庁ウェブサイトトップページからリンクされている届出DBの状況
を参考に、有意義な場所を設定すべき 
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(2) 国立健栄研 DB に掲載する製品情報 
一般消費者は、自分が摂取しているトクホが国立健栄研 DB に掲載されていないと不安・嫌な気分に

なるなど、全てのトクホ製品が国立健栄研 DB に掲載されるべきという意見が多く出された。 
専門家からは、全て掲載すべきという意見が半数近く出されたが、終売したトクホ製品は載せなくてよ

い、売れ筋製品のみでよいという意見も出された。 
事業者からは、情報公開法や消費者庁が過去に提示したマスキング基準等に準じた開示可能な情報

の範囲や条件等の基準（以下「開示情報基準」という。）を順守し、知的財産等に関する情報等の非開示

の範囲を定め、許可等申請書又は審査申請書（以下「申請書」という。）上の開示情報基準に該当する製

品情報を国立健栄研 DB に掲載することは問題ない旨、意見が出された。 
また、検討委員会では、販売されているトクホ製品を載せることとしているという、現時点での国立健栄

研 DB の基本設計について説明があった。 
そのため、国立健栄研 DB に掲載するトクホ製品については、販売されているトクホ製品を中心に全て

のトクホ製品を掲載できるような仕組みを構築する必要があると考えられる。 
 

第 4-2 表 国立健栄研 DB に掲載する製品情報 
分類 概要 

一般消費者を対象とした
グループインタビュー結
果 

 全て掲載されるべきとの意見が多数 
 摂取しているトクホが掲載されていなかった場合、不安・嫌な気分になる 
 DB として問題がある 

専門家ヒアリング結果  全て掲載されているほうがよいという声が半数（10 人中５人） 
 終売した製品もあるため、メジャーな品目のみでよいとの声も（２人）  

事業者からの意見  当該製品の開発・製造上のノウハウ等に関する情報等、開示情報基準
に抵触する事項については開示できない 

 製品パッケージに記載されている範囲、あるいは開示情報基準に該当
する申請書上の製品情報を国立健栄研 DB に掲載することは問題ない 

 消費者が購入可能という観点から、販売中の品目に限られるべき。事業
者としても、未販売の品目の製品写真や情報の掲載、更新は困難 
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(3) 安全性に係る内容 
 安全性に係る科学的根拠 
一般消費者は、安全性に係る科学的根拠の詳細な内容は理解できなくとも、それらが国立健栄研 DB

に掲載されていることで根拠が示されていると感じるとの意見が多く出された。 
専門家からは、内容は難しいが、エビデンスとしては必要であるという意見が多く出された。 
事業者からは、国による安全性の審査を経て表示許可を得ている点をまず掲載すべきとの意見が出さ

れた。申請書に記載された科学的根拠として、試験の「対象」、「方法」、「結果」を記載することは可能と

の意見も出された。製品の安全性を評価した客観的な情報として、食品安全委員会が実施した食品健康

影響評価の評価書があり、その活用が望ましいとの意見も出された。 
その結果を受けて、検討委員会では、一般消費者向けとして、長期摂取や過剰摂取のヒト試験に基づ

く安全性に係る科学的根拠の対象者・摂取期間を明示して簡潔に記載した上で、専門家向けには、現在

と同様に詳細な情報を掲載してはどうかという意見が出された。また、食品安全委員会が実施した食品健

康影響評価の評価書の活用に関しては、製品ではなく成分で評価しているものであり、専門家には有用

であるが、一部抜粋して記載することで誤認を招く恐れがあるため、掲載するとすればリンクを設定すべき

との意見が出された。 
そのため、安全性に係る科学的根拠については、トクホ制度の基本概念を冒頭に提示するとともに、対

象者や摂取期間といった安全性に関する試験の概要を簡潔に示した上で、別途詳細な内容を掲載する

必要があると考えられる。なお、試験の概要を記載する際、恣意的な抜粋とならないよう留意し、必要に応

じてリンクを設定する等の対応が必要である。 
 

第 4-3 表 安全性に係る科学的根拠 
分類 概要 

一般消費者を対象とした
グループインタビュー結果 

 自分自身は理解できないとしても、ヒト試験の方法や結果詳細が掲載
されていることで科学的根拠が十分に示されていると感じている者が
多い 

専門家ヒアリング結果  内容は詳細で難しいが、エビデンスとして必要（６人） 
 科学的根拠は、個別製品ページの下の階層でもよい（１人） 

事業者からの意見  国が安全性を審査し、表示許可を得ている点を掲載すべき。審査の段
階で必要とされた留意事項についても、既に「摂取上の注意」等に表
示されている 

 申請書記載の情報（論文化された公表済みの情報）から、安全性に係
る科学的根拠として試験の「対象」、「方法」、「結果」を記載することは
可能 

 食品安全委員会が実施した食品健康影響評価の評価書に基づいた
情報公開が望ましい 
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 体調不良や医薬品との相互作用等の事例 
一般消費者からは、そもそも食品であるので安全性に関してはあまり不安に思っていないという意見が

多く出されたが、摂取目安量を知りたい、体調不良や医薬品との相互作用等の事例があれば国立健栄

研 DB に載せるべきという意見や、相談先を明記してほしいという意見が出された。 
専門家からは、職種によってはトクホ等を利用することによる体調不良や医薬品との相互作用に関する

相談を受けることが多いので事例掲載へのニーズが高いほか、現時点では相談を受けることは少ないが、

今後必要になる可能性が高いので掲載してほしいという意見も多く出された。 
事業者からは、トクホはそもそも病者を対象としていないため、医薬品との併用効果や相互作用につい

て言及することは困難であるとの意見が出された。また、健康被害は、消費者の個別の状況に鑑みて判

断する必要があることから、専門家への相談を促すことが必要であり、その上で、消費者から相談を受け

た専門家の判断を助けるための情報（作用機序等）の掲載は重要であるとの意見が出された。 
その結果を受けて、検討委員会では、医薬品との飲み合わせを知りたいという消費者からの意見があ

るが、そもそもトクホは病者を対象としていないことを記載すべきという意見が出された。体調不良や医薬

品との相互作用について消費者が個別に判断することは消費者の誤解にもつながりかねないため、何か

あった場合は専門家に聞くよう注意喚起をすることが重要であるという意見が多く出された。体調不良に

ついては、既に分かっている内容は掲載したほうがよく、それ以外の体調不良が起こった場合の相談・問

合せ先を作っておくことで、事例を蓄積することができるのではないかという意見も挙げられた。また、食

品衛生法に基づく健康被害情報が出ていることから、それらの情報とのリンクを設定する等、参照しては

どうかとの意見も出された。 
そのため、飲み合わせについては病者を対象としていない旨をトクホの概念として明記する必要がある

と考えられる。トクホ等を利用することによる体調不良については、既に分かっている体調不良の可能性

についての注意喚起を記載した上で、体調不良を感じた時の相談・問合せ先を明記する必要があると考

えられる。医薬品との相互作用については、医師・薬剤師等の専門家に相談するよう明記し、専門家が理

解できる内容を国立健栄研 DB に掲載する必要があると考えられる。 
 

第 4-4 表 体調不良や医薬品との相互作用等の事例 
分類 概要 

一般消費者を対象とした
グループインタビュー結果 

 体調不良や相互作用の事例があれば載せるべきとの意見が多数 
 一元化した相談先が必要との声も 

専門家ヒアリング結果  薬剤師及び登録販売者は安全性に関する相談を受けることも多く、情
報に対するニーズが高い 

 それ以外の専門家においても今後必要になる可能性 

事業者からの意見  トクホに特化しない一般的な食品摂取で起こり得る事例、作用機序と
の因果関係がみられないあるいは不明確な事例は掲載困難 

 安全性に関する新たな知見があった場合は、消費者庁に報告すること
が義務付けられており、科学的に必要であればその知見を掲載するこ
とは可能 

 トクホはそもそも食品であって病者を対象としていないため、医薬品と
の併用効果や相互作用について言及することは困難 

 健康被害は、消費者の個別の状況に鑑みて判断する必要があること
から、専門家への相談を促すことが必要であり、その上で、消費者か
ら相談を受けた専門家の判断を助けるための情報（作用機序等）の掲
載は重要 
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(4) 有効性に係る内容 
 対象者条件、効果的な摂取タイミングや利用方法 
一般消費者からは、効果を最大にするタイミング等の摂取方法を知りたいという意見が多く出された。 
専門家からは、主な対象者や効果的な利用方法といった、よく相談を受ける内容を掲載してほしいとい

う意見が出された。 
事業者からは、許可を受けた摂取方法にない摂取タイミングや利用方法を表示することは、制度上で

きないとの意見が出された。 
その結果を受けて、検討委員会では、試験の対象者は明確にすべきだが疾病の基準となる数値を載

せる必要はない、誰がどのように摂取した結果どのようになったか、それが消費者にとって自分に近い条

件なのか判断できるよう対象者や摂取期間等を含む試験結果を簡潔に記載すればよいのではないか、と

の意見が出された。また、効果的な利用方法についても試験結果の記述内容を引用して説明するとよい

という意見が出された。その試験において、何を測定していたのか、評価指標についても開示することが

重要との指摘があった。 
そのため、対象者や摂取期間、評価指標といった基本的な情報は、試験結果から簡潔に示すとともに、

効果的な利用方法についても、例えば「食事とともに」等、審査を経た範囲内の表現を用いて国立健栄

研 DB で言及する必要があると考えられる。 
 

第 4-5 表 対象者条件、効果的な摂取タイミングや利用方法 
分類 概要 

一般消費者を対象とした
グループインタビュー結果 

 せっかくトクホを摂取するならば効果を最大にするタイミング等の摂取
方法は必要との意見多数 

専門家ヒアリング結果  想定する主な対象者条件や効果的な利用方法の相談が多く、情報を
求める意見多数 

事業者からの意見  許可を受けた摂取方法にない摂取タイミングや利用方法を表示するこ
とは、制度上できない 
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 有効性に係る科学的根拠 
一般消費者は、サンプルサイズや試験期間への関心が高く、有効性に係る科学的根拠の詳細な内容

は理解できなくともそれらが国立健栄研 DB に掲載されていることで根拠が示されている、信頼性が高ま

ると感じる意見が多く出された。 
専門家の中でも、特に消費者から相談を受ける人は、作用機序や試験結果等の詳細なエビデンスが

必要という意見が出された。 
事業者からは、安全性に係る科学的根拠と同様、国による有効性の審査を経て表示許可を得ている点

をまず掲載すべき、申請書に記載された科学的根拠として、試験の「対象」、「方法」、「結果」を記載する

ことは可能との意見が出された。 
その結果を受けて、検討委員会では、作用機序については消費者に分かりやすく説明するのではなく、

専門家が確認できればよいという意見が多く出された。 
そのため、有効性に係る科学的根拠については、安全性に係る科学的根拠と同様、トクホ制度の基本

概念を冒頭に提示するとともに、対象者や摂取期間といった有効性に関する試験の概要を簡潔に示した

上で、別途詳細な情報について、専門家が作用機序等の中で理解できるように掲載する必要があると考

えられる。 
 

第 4-6 表 有効性に係る科学的根拠 
分類 概要 

一般消費者を対象とした
グループインタビュー結
果 

 特に、サンプルサイズの少なさや期間の長短について関心が高い 
 安全性と同様、構造式までは理解できなくても、試験方法や結果詳細

が掲載されていること自体で信頼感が増すとの意見多数 
 国立健栄研 DB に掲載されている科学的根拠で商品選択をしたいとの

意見もあり 

専門家ヒアリング結果  薬剤師や登録販売者は、消費者への回答にエビデンスを求められるこ
とから、作用機序や試験結果等の必要性が高い 

 管理栄養士・栄養士や看護師は、トクホ制度全体の科学的根拠の高さ
をもって回答する傾向 

事業者からの意見  安全性に係る科学的根拠と同様、国が有効性を審査し、表示許可を得
ている点を掲載すべき 

 安全性に係る科学的根拠と同様、申請書記載の情報（論文化された公
表済みの情報）から、有効性に係る科学的根拠として試験の「対象」、
「方法」、「結果」を記載することは可能 

 有効性の根拠とされるヒト試験について、別々の品目間でその試験条
件や被験者背景、結果等を比較することは科学的でない旨、国立健栄
研 DB 閲覧者の理解促進のための情報提供が重要 
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(5) 国立健栄研 DB の構造等 

 国立健栄研 DB の構造 
一般消費者からは、保健の用途別（以下「カテゴリ別」という。）以外に商品名やメーカー別・形態別等

で検索できるとよいという意見が出された。また、国立健栄研 DB のサイトを探すことが難しい・たどり着き

にくいため、商品に QR コードを掲載してほしいという意見も出された。 
専門家からは、商品名での検索を希望する意見が多く挙げられた。 
事業者からは、各社の製品紹介ウェブサイトから国立健栄研 DB へのリンクについては、DB 側が可能

であれば、リンク設定することは可能との意見が出された。 
その結果を受けて、検討委員会では、消費者の基本概念の理解がないまま、製品の検索が可能な DB

とするのではなく、まず最初のページでトクホの基本概念をしっかり説明し、消費者に理解してもらう必要

があるという意見が多く出された。また、商品詳細ページでは、消費者向けの簡潔な内容と専門家向けの

詳細な内容を分けた構造としたほうがよいという意見が多く出された。元となる DB を１つ立ち上げて、そ

れを様々な関係機関等のウェブサイトにリンクさせればデータ更新等を行っても同じ情報を閲覧すること

が可能であり、混乱が少ない、との意見が出された。なお、外部のウェブサイトから国立健栄研 DB にリン

クを設定する場合は、掲載内容の拡大解釈や誤用を防ぐため、リンク先として登録を行うほか、トクホの制

度や利用方法等の基本情報を記載したページを経由する方法を取る必要があるとの指摘があった。 
そのため、国立健栄研 DB において、トップページでトクホの基本概念を記載し、消費者向けと専門家

向けを意識したページ構成にする必要があると考えられる。商品検索の方法については、現状のカテゴリ

別以外にも、今後検討が必要と考えられる。また、外部とのリンク設定に関しては、消費者庁や関係団体

のウェブサイトのほか、事業者のウェブサイトとのリンクについても、可能な範囲で設定するようその条件等

について検討する必要がある。 
 

第 4-7 表 国立健栄研 DB の構造 
分類 概要 

一般消費者を対象とした
グループインタビュー結
果 

 現在、カテゴリは機能別となっているが、目的を具体的に分かりやすく
表示したり、メーカー別、トクホの形態別等のカテゴリを設定したりする
と探しやすいという意見あり 

 商品名や目的等で検索できると、見たい商品を探しやすいという声あり 
 国立健栄研トップページ等からの分かりやすいリンクや、商品への URL

や QR コードの表示、スマートフォン対応等に対する要望あり 

専門家ヒアリング結果  商品名での検索機能を希望する声が多数 
 飲み物等形状別での検索を要望する声もあり 
 国立健栄研トップページからのアクセス方法の改善要望あり 

事業者からの意見  各社の製品紹介ウェブサイトから国立健栄研 DB へのリンクについて
は、DB 側が可能であれば、リンク設定することは可能 
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 国立健栄研 DB に掲載する内容 
一般消費者からは、視覚的に分かりやすい内容（イラスト、グラフ、写真等の活用）を求める意見や、全

体的に記載内容が難しいため、簡潔にまとめたものが欲しいという意見が出された。 
専門家からは、消費者に説明する際の参考とするため、イラストを用いた分かりやすい説明や商品の

写真を掲載してほしいという意見が出された。 
事業者からは、開示情報基準を満たす情報について、事業者が開示に了解しない場合は、「事業者

事由によって非開示」等と明示すべきとの意見が出された。製品写真は、軽微なパッケージ変更ではなく

代表的な時点での写真であれば掲載可能であり、その期日を写真に付記してはどうか、との意見が出さ

れた。 
その結果を受けて、検討委員会では、イラストやグラフでの説明は試験結果を正確に表しているといえ

ないため、消費者が分からない部分については専門家が介在すればよいという意見や、トクホの基本概

念やカテゴリ別の注意事項等をしっかりと掲載する必要があるという意見が多く出された。基本概念として

は、例えば高血圧の場合、減塩や体重管理といった生活習慣の改善が重要であり、その上でトクホを活

用する必要があることの理解を促進する必要がある、との指摘があった。掲載される製品情報については、

情報がない、あるいは事業者が提供に同意しなかった等の場合は、それ自体も重要な判断材料となるた

め、識別可能にすべきとの指摘があった。 
そのため、国立健栄研 DB に掲載する内容として、消費者への教育を兼ねて、トクホの基本概念や各

カテゴリの考え方をしっかりと掲載することが重要と考えられる。また、消費者から分かりにくいと指摘があ

った作用機序等については、イラスト・グラフを多用して分かりやすく表現することでかえって消費者の誤

認を招く恐れがあるため、専門家が正しく理解できることに主眼をおいて、開示情報基準にのっとって情

報を開示する必要がある。製品写真については、代表的な時点でのものを掲載することを可能とすること

が望ましい。 
 

第 4-8 表 国立健栄研 DB に掲載する内容 
分類 概要 

一般消費者を対象とした
グループインタビュー結果 

 イラストやグラフ等視覚的に訴えるものを入れるとともに、商品写真が
あると探しやすいという意見あり 

 記載内容が難しいため、概要としてまとめることへの要望もあり 

専門家ヒアリング結果  個別製品ページにおいて、イラストを用いて分かりやすく説明したり、
価格を提示したりすることで、消費者が費用対効果を調べられることが
必要という意見あり 

 商品名が掲載されているページで商品の写真が掲載されていると探し
やすいという意見あり 

事業者からの意見  開示情報基準に該当する項目について、事業者が開示に了解しない
項目は、「事業者事由によって非開示」等と明示すべき 

 開示情報基準にない項目は、事業者からの要望があっても開示不可
とすべき 

 製品写真の提供は可能だが、軽微なパッケージ変更ごとの対応は困
難。更新のタイミングにもよるため、製品写真にその期日を付記する
等、代表的な時点での製品写真の掲載とし、その旨を事業者に周知す
べき 

 開示情報の見え方（カラー表示の可否等）は統一すべき 
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5. 表現方法の判定基準の検討 
 

5.1 検討の背景・目的 
前述のとおり、現在の国立健栄研 DB により公開されている情報は、消費者向けではなく専門的知識

を有する者を対象とした情報提供を期待した内容となっている。そのため、現時点では「関与成分につい

ての解説」において関与成分及び作用機序等の記述があるほか、「安全性に関する評価」、「有効性に関

する評価」それぞれについて、ヒト試験及び動物・その他の試験の研究論文が引用されている。また、トク

ホの製品パッケージには、「許可された実際の表示」（以下「許可表示」という。）のほか、義務表示事項で

ある「バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言」として「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食

事のバランスを。」（以下「義務表示」という。）を記載しなければならない。国立健栄研 DB において消費

者向けの情報公開の拡充を図るためには、こうした情報について補足説明を加える等の対策を検討する

必要がある。また、消費者向けの国立健栄研 DB とするに当たって必要な情報を追加する際の表現方法

についても検討する必要がある。 
ここでは、消費者が誤認することなく、こうした情報やトクホの安全性・有効性を伝え得る表現の内容は

どのようなものか、どこまで許容または制限されるべきかといった表現方法の判断基準を見出すため、消

費者がこうした情報をどのように理解しているか、また、専門的知識を有する者が消費者からの相談に応

答する際にどのように説明しているのか等を把握する。 
 
 

5.2 検討結果 

(1) 義務表示について 
一般消費者は、義務表示に記載されている内容について当然のこととして理解していた。 
専門家も、義務表示については必要と認識しており、消費者に説明するよう心掛けているという意見が

多く出された。 
その結果を受けて、検討委員会では、義務表示の内容はもちろんだが、それを補足する内容として、ト

クホは生活習慣の改善につなげることを目的としており医薬品ではないことを記載すべきという意見が出

された。 
そのため、義務表示については特に補足説明を付けず、トクホ全体の概念として、医薬品ではない等

といった点を国立健栄研 DB 上で説明する必要があると考えられる。 
 

第 5-1 表 義務表示について 
分類 概要 

一般消費者を対象とした
グループインタビュー結果 

 内容については、概ね当然のこととして理解 

専門家ヒアリング結果  全員が、食生活の基本となる内容であり、表示が必要と認識 
 消費者に説明するよう心掛けている者が多い 
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(2) 許可表示について 
一般消費者は、許可表示は曖昧な表現だと捉えているが、内容については概ね理解していた。 
専門家も、一部の表現で曖昧だという意見もあったが、現状の内容で分かりやすいという意見が多く出

された。 
その結果を受けて、検討委員会では、許可表示は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律（薬機法）」に抵触しない記載となっているため、分かりにくいのはやむを得ないが、

現状の表現で専門家は理解できるといった意見や、許可表示の内容を補足説明することはキャッチコピ

ー・広告等に流用される可能性もあり危険であるといった意見が多く出された。 
そのため、許可表示については分かりにくさはあるものの、現状の表現に補足説明はしないほうがよい

と考えられる。 
 

第 5-2 表 許可表示について 
分類 概要 

一般消費者を対象とした
グループインタビュー結
果 

 一部曖昧さは感じられているが、概ね理解 
 サプリメントのコピーよりは通じる 
 対象が限定されており、分かりやすい 
 「気になる方に」は分かりづらい 

専門家ヒアリング結果  現状の許可表示の内容で分かりやすく、問題ない（６人） 
 一部、表現の曖昧さについて指摘あり 
 具体性に欠け、体調不良時に使おうかと思ってしまう 

 
 
(3) トクホの基本概念等の表現について 

一般消費者からは、トクホだけに頼っていてはいけないことを理解する声が多く聞かれたが、一部男性

消費者からは食事が偏った場合でもトクホを摂っていれば大丈夫だと信じたい、との声も聞かれた。子供

に摂取させても多量でなければ問題ないだろうとの声も聞かれた。 
専門家からは、消費者からの相談の一部に、生活習慣が乱れたままトクホに期待している内容もあり、ト

クホをいくら摂っても生活習慣の改善がなされなければ意味がないという基本を伝えるよう心掛けている

者が多かった。 
事業者からは、日健栄協が取りまとめているようにカテゴリー毎の説明を付記することで理解が進む、と

の意見も出された。 
その結果を受けて、検討委員会では、トクホの基本概念や注意事項を第一に伝えられる DB とすべきと

の声が多く聞かれた。例えば、トクホは病者や子供を対象とはしていないこと、トクホで疾病を治そうと考え

てはいけないことを強調すべきとの意見が出された。 
そのため、国立健栄研 DB において消費者向けに情報の拡充を図る際には、生活習慣の改善の一助

としてトクホを活用すべきという基本概念や、病者が治療に用いるためのものではない等の注意喚起につ

いて、日健栄協のウェブサイト等の内容等、関係する情報も参照しながら消費者の理解の状況を踏まえ

た表現方法の工夫を行う必要がある。また、その際、トクホ制度全般に共通する情報や、カテゴリ別に表

示する情報等、適切な記載場所についても検討の上、設定する必要がある。 
 

第 5-3 表 トクホの基本概念等の表現について 
分類 概要 

一般消費者を対象とした
グループインタビュー結
果 

 食事のバランスが取れていない状態でトクホを摂ればよいとは多くの者
は思っていないが、男性の中にはトクホを摂れば大丈夫と信じたい、と
の声も聞かれた 

 摂取目安量について知りたい、多量でなければ子供に飲ませても問題
ない、といった声もあり 

専門家ヒアリング結果  トクホさえ摂っていれば大丈夫と思われないよう消費者に伝えている者
が多い 

事業者からの意見  一般消費者のトクホに対する理解を深めて適切に利用していただくこと
は重要 

 日健栄協がまとめているように、カテゴリー毎の説明があった方が理解
しやすい  
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(4) 国立健栄研 DB の運用について 
一般消費者からは、国立健栄研 DB として許可品目が全て一覧になっている必要があるという意見が

出された。 
専門家からは、国立健栄研 DB として添付ファイルのダウンロード等をせずに詳細な内容が把握できる

ほうが利用しやすいという意見が多く出された。 
事業者からは、製品写真等掲載情報の更新頻度や役割にもよるが、頻繁な更新は対応が困難になる

可能性があるとの意見が出された。 
その結果を受けて、検討委員会では、事業者が適切な記載をした上で国立健栄研 DB に登録できる

仕組みが必要という意見や、国立健栄研DBの信頼性確保のために第三者チェックを行ったほうがよいと

いう意見も出された。 
そのため、国立健栄研 DB の運用に当たっては、PDF 形式等でのダウンロードは想定せず、事業者か

らの申請・登録を受け付ける仕組みとするとともに、その内容が適切な表現になっているかを確認できる

仕組みとする必要があると考えられる。また、情報の更新頻度についても適切な期間を検討し、設定する

必要がある。 
 

第 5-4 表 国立健栄研 DB の運用について 
分類 概要 

一般消費者を対象とした
グループインタビュー結果 

 本来、DBの性質を考えると、許可された全ての製品について詳細な内
容が掲載されている必要がある。国が認めたデータは一覧になってい
ないといけない（賛同多数） 

専門家ヒアリング結果  PDF 形式の情報発信は、セキュリティ上ダウンロードに制約があった
り、ダウンロードが面倒であったりするため、現状が活用しやすいとの
意見が複数あり 

事業者からの意見  申請済の製品に関する情報更新は事業者にとって少なからず負担と
なるため、考慮が必要 

 頻繁に更新する必要がある場合、対応が困難になる可能性 
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6. 検討結果を受けた提案 
 

6.1 情報公開に係る各種項目に関する提案 

(1) 国立健栄研 DB の認知の向上 
国立健栄研 DB は、もともと専門家を対象として作成されたもののため、当然ながら一般消費者の認知

が低い。専門家における認知も半数程度であり、教育・研修の一環で認知した者はいなかった。 
そのため、今後国立健栄研 DB における情報公開の拡充を進めるに当たり、まずその認知を向上させ

る方策を考える必要がある。例えば、 
 消費者庁から国立健栄研 DB へのリンクを分かりやすくする 
 専門家の団体のウェブサイトからのリンクを貼るよう行政から依頼する 
 日健栄協等関係団体のウェブサイトとの連携を図る 

といったことが考えられる。 
 

第 6-1 表 国立健栄研 DB の認知の向上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

        

 国立健栄研ＤＢ認知が低い 

消費者 

        

 専門家自身が教育・研修等を受ける過程で国立健栄研

ＤＢを紹介されたことがなかった 

専門家 

 

 専門家を対象としている 

国立健栄研ＤＢの現状 

 

 国立健栄研ＤＢ認知の向上→消費者の認知向上を図るとともに、専門家へも周知徹底す

る 

国立健栄研ＤＢ拡充の方向性 
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(2) 国立健栄研 DB に掲載する製品情報 
国立健栄研 DB に掲載するトクホ製品については、販売されているトクホ製品を中心に全てのトクホ製

品を掲載できるような仕組みを構築する必要があると考えられる。 
現状、国立健栄研 DB に掲載する場合は、事業者からの任意によるトクホ製品に関するデータの提出

を受けている。このため、販売中であっても事業者の非掲載意向があった場合等は、当該製品の情報は

掲載されていない。今後販売されているトクホ製品を全て掲載するためには、開示情報基準の明確化等、

国立健栄研 DB 掲載のための製品情報提出の義務化を含めた方策を検討する必要がある。 
 

第 6-2 表 国立健栄研 DB に掲載する製品情報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

        

 販売されている全てのトクホ製品が掲載されたほうが

よい 

消費者 

        

 販売されている全てのトクホ製品が掲載されたほうが

よい 

専門家 

 

 販売中のトクホ製品のう

ち、事業者より国立健栄

研にＤＢ掲載情報の提供

があったトクホ製品のみ

掲載 

 終売等の把握、更新は未

対応 

国立健栄研ＤＢの現状 

 

 国立健栄研ＤＢに掲載する製品情報→販売中のトクホ製品は全て掲載する 

国立健栄研ＤＢ拡充の方向

 



 

－ 21 － 

(3) 国立健栄研 DB に掲載する内容の拡充 
 安全性に係る内容 

ア. 安全性に係る科学的根拠 
安全性に係る科学的根拠に関する内容は、一般消費者が理解するには難解であるため、詳細な内容

は現在と同様に専門家向けとし、一般消費者が知りたい場合は、専門家に相談する形が望ましい。 
しかし、一般消費者でも概要が分かるよう、まずトクホ制度の基本概念を冒頭に提示するとともに、対象

者や摂取期間といった安全性に関する試験結果を簡潔に示す必要があると考えられる。その際、恣意的

な抜粋とならないよう留意し、必要に応じてリンクを設定する等の対応が必要である。 
 

イ. 体調不良や医薬品との相互作用等の事例 
体調不良については、既に分かっている体調不良に関する注意喚起についての情報を記載した上で、

体調不良を感じた時の相談・問い合わせ先を明記する必要があると考えられる。 
摂取目安量については、一般消費者自身が見て分かる必要があるため、国立健栄研 DB上に、１日摂

取目安量を守ることの重要性等についても明記する必要があると考えられる。 
医薬品との飲み合わせや相互作用については、一般消費者向けには、病者を対象としていない旨をト

クホの基本概念として別途明記し、医薬品との飲み合わせが気になる場合は、医師・薬剤師等の専門家

に相談するよう明記する必要がある。一方で、専門家が理解できる詳細な内容についても国立健栄研

DB に掲載する必要があると考えられる。 
 
 有効性に係る内容 

ア. 対象者条件、効果的な摂取タイミングや利用方法 
安全性に係る内容と同様、有効性についても、対象者や摂取期間、評価指標といった基本的な情報を、

試験結果から簡潔に示すことで、一般消費者にとっても理解しやすくなると考えられる。 
また、一般消費者はトクホを摂る際に、できるだけ効果的に摂りたいと考えているものの、許可された表

現以外の表現を用いたタイミング等の記述はできないことから、効果的な利用方法については、例えば

「食事とともに」等、審査を経た範囲内の表現を用いて国立健栄研 DB で言及する必要があると考えられ

る。 
 

イ. 有効性に係る科学的根拠 
作用機序等の内容は、一般消費者が理解するには難解であるが、一般消費者向けに分かりやすく説

明すると、試験結果を正しく示すことができなくなる懸念がある。そのため、トクホ制度の基本概念を冒頭

に提示するとともに、対象者や摂取期間といった有効性に関する試験の概要を簡潔に示した上で、別途

詳細な情報について、専門家が作用機序等の中で理解できるよう情報発信することが望ましいと考えら

れる。 
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 安全性及び有効性に係る内容のまとめ 
上述の安全性及び有効性に係る内容を基に、国立健栄研 DB に掲載する内容を整理すると、第 6-3

表のようになる。 
消費者は国立健栄研 DB に掲載されている情報が難解だと感じているが、詳しく掲載されていることで

信頼性が増すという意見が挙げられた。また、試験結果等については、詳細な情報ではなく、概要のみを

把握したいというニーズもあった。一方、専門家は、消費者から相談されたときにエビデンスが求められる

ことやよく相談される内容（医薬品との相互作用等）については、詳しく掲載されている必要があるという

意見が出された。 
現状の国立健栄研 DB は、専門家向けに作成されているため、一般消費者には理解しがたい詳細な

内容や根拠となる論文等についても掲載している。 
そのため、今後は、個別製品について消費者及び専門家それぞれに対して、掲載情報を拡充すること

が必要となる。 
 

第 6-3 表 国立健栄研 DB に掲載する内容の拡充 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

        

 科学的根拠となる試験の詳細は難解であるが、掲載さ

れていることで安心感が増す 

消費者 

        

 消費者からの相談時にエビデンスを求められるので、

有効性や安全性の試験に関する情報が必要である 

 体調不良や医薬品との相互作用については、よく相談

を受けるので掲載してほしい 

専門家 

 

 専門家向けのため、関与

成分や試験の詳細や根拠

となる論文等についても

掲載 

国立健栄研ＤＢの現状 

 

 国立健栄研ＤＢに掲載する内容の拡充→個別製品について申請書を基に、掲載情報を拡

充するとともに、トクホの基本概念やカテゴリの説明、トクホ制度のねらい等を掲載

し、消費者・専門家に正しい理解を促す 

国立健栄研ＤＢ拡充の方向
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(4) 国立健栄研 DB の構造等 
 国立健栄研 DB の構造 
国立健栄研 DB の構造について、基本的には、現行の国立健栄研 DB を基にするが、各ページに本

事業で検討した内容を追加する必要がある。 
具体的には、一般消費者へ正しい知識を普及するために、トップページでトクホの基本概念を記載す

る。また、前述のとおり、一般消費者が理解すべき内容と専門家が理解できればよい内容があるため、主

に消費者向けの「概略」ページと主に専門家向けの「詳細」ページという二段階のページ構成にする必要

があると考えられる。ただし、一般消費者であっても関心があれば詳細な情報を参照することが可能であ

り、また専門家であっても一般消費者からの問合せに対応するため概略のみ知りたい場合には迅速にそ

の情報に接することが可能となるような構造にすることが重要である。 
その他、商品検索の方法について、現状のカテゴリ別以外にも、今後検討が必要と考えられる。 
 
 国立健栄研 DB に掲載する内容 
国立健栄研 DB に掲載する内容として、消費者への教育を兼ねて、トクホの基本概念や各カテゴリの

考え方をしっかりと掲載することが重要と考えられる。 
また、消費者から分かりにくいと指摘があった作用機序等については、イラスト・グラフを多用して分かり

やすく表現することでかえって消費者の誤認を招く恐れがある。そのため、専門家が正しく理解できること

に主眼をおいて今後検討する必要がある。 
 

 国立健栄研 DB の構造及び掲載する内容のまとめ 
国立健栄研 DB の構造としては、現行の国立健栄研 DB は専門家が調べることを想定していたが、消

費者が概要を理解・把握しようとする際や、専門家が消費者からの相談時に参照することを念頭に、概要

が記載されたページを新設し、それとは別に現行の国立健栄研 DB どおりの詳細な内容が掲載されたペ

ージがあることが望ましい。 
 

第 6-4 表 国立健栄研 DB の構造等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

        

 記載内容が難しいので、簡潔なまとめが欲しい 

 グラフやイラスト等視覚的に訴えるもので分かりやす

く掲載してほしい 

 商品検索方法としてカテゴリ別以外にも、商品名・メ

ーカー名等で検索できるとよい 

消費者 

        

 すぐに相談に答えられるよう概要が分かるページがあ

ればよい 

 消費者からの相談時にすぐ調べられるよう、商品名で

検索したい 

  

専門家 

 

 専門家が調べることを想

定 

国立健栄研ＤＢの現状 

 

 国立健栄研ＤＢの構造→主に消費者向けの概要が記載されたページと、専門家向けに現

行ＤＢと同等若しくはそれ以上の情報を掲載した詳細ページの二層構造とする 

国立健栄研ＤＢ拡充の方向
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6.2 表現方法の判定基準に関する提案 

(1) 義務表示・許可表示について 
義務表示や許可表示について、一般消費者からは分かりにくいとの声も聞かれたが、検討委員会で検

討した結果、法令で定められている表現以上の補足説明をすることは、拡大解釈やキャッチコピー等へ

の流用も考えられるため、国立健栄研DB上で、義務表示・許可表示として法令で定められている説明以

外の内容を追加しないことが望ましい。 
ただし、国立健栄研 DB に掲載するに当たっては、現行の国立健栄研 DB に掲載する際の確認項目

は最低限確認することが求められる。現行の国立健栄研 DB では、既に国立健栄研 DB に公開されてい

る内容を参照して作成するよう事業者に依頼・周知しているため、近年は間違った記述や拡大解釈され

た記述はあまり見られない。留意点としては、試験結果に関する考察として、統計的に有意な差がない場

合に「効果があった」「効果が実証された」といった表現をしている例は、間違った記述・拡大解釈した記

述となるため、修正する必要がある。 
 

 
(2) 国立健栄研 DB での表現 

一般消費者からは、トクホだけに頼っていてはいけないことを理解する声が多く聞かれたが、専門家か

らは、消費者からの相談の一部に、生活習慣が乱れたままトクホに期待している内容もあり、トクホをいくら

摂っても生活習慣の改善がなされなければ意味がないという基本を伝えるよう心掛けている者が多い。 
そのため、国立健栄研 DB において、生活習慣の改善の一助としてトクホを活用すべきという基本概念

や、病者が治療に用いるためのものではない等の注意喚起について、消費者の理解の状況を踏まえた

表現方法の工夫を行う必要がある。 
 

第 6-5 表 国立健栄研 DB での表現 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

        

 義務表示は概ね理解しているが、許可表示の内容が分

かりにくい 

 トクホだけに頼っていてはいけないことは概ね理解し

ている 

消費者 

        

 消費者からの相談の一部に、生活習慣が乱れたままトクホ

に期待している内容もあり、トクホをいくら摂っても生活習

慣の改善がなされなければ意味がないという基本を伝える

よう心掛けている 

専門家 

 

 専門用語を用いており、

専門家が分かるレベルの

記述 

国立健栄研ＤＢの現

 

 

 国立健栄研ＤＢでの表現方法→義務表示・許可表示には補足説明は行わず、トクホの基

本概念やカテゴリの説明を消費者にも分かりやすい表現とする 

国立健栄研ＤＢ拡充の方向性 
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6.3 提案の具体的イメージ 
以上の内容を受けて、国立健栄研 DB の拡充について、次のとおり提案する。 
 

(1) 国立健栄研 DB の位置付け 
トクホ制度について、一般消費者は概ね理解しているが、誤認をしている人がいるのも事実である。 
消費者が正しくトクホ制度を理解するためには、一般消費者向けの講演・セミナーの開催、インターネ

ット上での啓発、パンフレットによる啓発等を行い、正しい概念を普及させる必要がある。 
 

第 6-6 表 トクホ制度の普及方策 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
インターネット上での啓発の方法として、消費者庁のトクホに関するページの充実を図るほか、国立健

栄研 DB が重要な役割を果たすと考えられる。 
国立健栄研 DB は、現状のようにトクホの個別製品の情報を掲載するだけではなく、一般消費者・専門

家・事業者にとってそれぞれの目的を満たす必要がある。第 6-7 表に掲げる目的を達成するために、国

立健栄研 DB を拡充することが求められる。 
 

第 6-7 表 国立健栄研 DB の目的 
対象者 目的・ねらい 

一般消費者  トクホ制度全体の理解を促進する 
 商品選択に資する 

専門家  消費者から相談を受けた時に適切に説明する 

事業者  消費者への情報発信 
 
 

  

一般消費者の、トクホへの理解を深める 

 

トクホを普及させるためには 

講演・セミナーの開催 インターネット上での啓発 パンフレットによる啓発 
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(2) 国立健栄研 DB の認知の向上 
現状では、現行の国立健栄研 DB 自体の認知度が低いことが調査で明らかになった。国立健栄研 DB

を拡充するに当たって、国立健栄研 DB の認知度を向上させることも必要と考えられる。 
認知度向上の方法としては、例えば、 
 消費者庁から国立健栄研 DB へのリンクを分かりやすくする 
 専門家の団体のウェブサイトから国立健栄研 DB へのリンクを貼る 
 日健栄協等関係団体のウェブサイトと国立健栄研 DB との連携を図る 
 事業者のウェブサイトに国立健栄研 DB へのリンクを貼る 
 個別製品に国立健栄研 DB へアクセス可能な QR コード等を付与する 

といったことが考えられる。 
それぞれの実現可能性は、第 6-8 表のとおりだが、実際には、優先順位を考慮しつつ引き続き検討す

ることが求められる。 
 

第 6-8 表 国立健栄研 DB の認知度向上の方法 
認知度向上の方法 実現可能性 

（難易度） 
備考 

消費者庁から国立健栄研 DB へのリ
ンクを分かりやすくする 

易  消費者庁内でのウェブサイト修正対応
が必要となる 

専門家の団体サイトから国立健栄研
DB へのリンクを貼る 

やや易  消費者庁から各専門家の団体に働き
掛ける必要がある 

日健栄協等関係団体のウェブサイト
と国立健栄研 DB との連携を図る 

中  消費者庁から各団体に対して文言の
引用やリンク設定等の依頼を行う必
要がある 

事業者のウェブサイトに国立健栄研
DB へのリンクを貼る 

やや難  事業者から国立健栄研 DB へのリンク
の方法を検討する必要がある 

個別製品に国立健栄研 DB へアクセ
ス可能な QR コード等を付与する 

難  個別製品に、QR コード掲載場所を確
保する必要がある 
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(3) 国立健栄研 DB の新たな構成イメージ 
 現行の国立健栄研 DB の構成 
現行の国立健栄研 DB は、次のような構成になっている。 
 

第 6-9 表 現行の国立健栄研 DB の構成 
トクホの製品情報（カテゴリ別）2                   トクホの商品一覧 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ここでは、上記段階のページ構成ごとに提案内容を記載することとする。 
 

  

                                                        
2 https://hfnet.nih.go.jp/contents/sp_health.php 
3 https://hfnet.nih.go.jp/contents/sp_health_listA008.html 

トクホの商品詳細ページ 
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 トクホの製品情報（カテゴリ別）のページ 
「トクホの製品情報（カテゴリ別）」においては、消費者及び専門家のトクホへの理解を深め、正しく認識

することを目的として、トクホの基本概念を詳しく説明する形とする。 
 

第 6-10 表 「トクホの製品情報（カテゴリ別）」のページ構造 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 トクホの商品一覧のページ 
「トクホの商品一覧」では、各カテゴリにおいて、カテゴリの内容に沿った基本事項の説明を掲載する。 
 
 
 

第 6-11 表 「トクホの商品一覧」の提案内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

＜現状＞ 

 

 

 

＜提案＞ 

トクホの基本概念 

※詳細は 6.3(4)①参照 

カテゴリ一覧 

※現行の国立健栄研 DB と

同様 

トクホとは 

 

 

＜現状＞ 

カテゴリごとの 

商品一覧 

 

 

トクホの基本概念はこちら 

＜リンク＞ 

＜提案＞ 

カテゴリごとの説明 

※詳細は 6.3(4)②参照 

カテゴリごとの商品一覧 

※現行の国立健栄研 DB と

同様 

カテゴリ名 

＜ポイント＞ 

カテゴリごとの生活習

慣改善のための考え

方を消費者が読んで

理解できるような設

計とする 

カテゴリ一覧 
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 トクホの商品詳細ページ 
「トクホの商品詳細ページ」では、トクホの基本概念やカテゴリの説明をリンクとして入れることで、消費

者のトクホに対する理解を深めることに留意する。 
 

第 6-12 表 「トクホの商品詳細ページ」の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(4) 国立健栄研 DB の各ページの掲載内容 

前述した新たな構成イメージにおいて、各ページに掲載する内容について、以下のとおり提案する。 
 
 トクホの製品情報（カテゴリ別）のページ 
本事業の調査結果から、消費者のみならず、専門家においてもトクホの基本概念を正しく理解していな

い人も見られた。そこで、最初のページでは、消費者や専門家にトクホの基本概念を正しく理解してもらう

必要がある。そのため、トクホの基本概念をきちんと掲載し、それらを理解した上で、トクホのカテゴリを示

す形としている。 
トクホの基本概念として掲載する内容は、第 6-13 表のとおり。 
 

＜現状＞ 

商品の 

詳細情報 

 

 

トクホの基本概念はこちら＜リンク＞ 

カテゴリの説明はこちら＜リンク＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜提案＞ 

商品の詳細情報 

※詳細は 6.3(4)③参照 

製品名 

＜ポイント＞ 

基本概念等のリンク

を入れることで、消費

者の理解を促進する 

摂取上の注意事項 

用語について 
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第 6-13 表 「トクホの製品情報（カテゴリ別）」に掲載するトクホの基本概念（案） 
 
 
 
 
 

 

トクホは、食事の習慣や運動習慣を含めた生活習慣を改善し、健康を維持・増進

する際に手助けとなるものです。トクホだけ摂っていても、極端な食習慣に対する

マイナスを打ち消すほどの効果はありません。 

生活習慣を改善すると、保健の用途として記載している効果を実感できます。  

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを心掛けましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 トクホ 栄養機能食品 機能性表示食品 

制度概要 安全性及び健康の維持増進

に役立つ効果について国が

審査し、消費者庁長官が保

健機能の表示を許可してい

る食品です。トクホとして

許可された食品には許可マ

ークが表示されています。 

既に科学的根拠が確認された

栄養成分（ビタミン、ミネラ

ル等）が、定められた上・下

限値の範囲内にある食品であ

れば、特に届出などをしなく

ても、国が定めた表現によっ

て機能を表示することができ

る制度です。 

事業者の責任において、科

学的根拠に基づいた安全性

や機能性などの情報を販売

日の 60日前までに消費者

庁長官に届け出て、機能性

を表示した食品です。ただ

し、トクホとは異なり、消

費者庁長官の個別の許可を

受けたものではありませ

ん。 

認証方式 国による個別許可 規格基準型 

（国への届出不要） 

届出制 

（販売前に国への届出が必

要） 

マーク等 

 

マークなし マークなし 

届出番号あり 

※ 健康食品、サプリメント、栄養補助食品、健康補助食品、自然食品などの名称で呼ばれる「いわゆる健

康食品」は、「保健機能食品」のような機能をパッケージに表示することはできません 

※ 医薬品との誤認を避けるため、食品に「治る」など医薬品的な効果を表示することはできません 

 

食 品 
 
 

 健康食品 

特定保健用食品 
(通称トクホ) 

栄養機能食品(マークなし) 

機能性表示食品(マークなし、届出番号あり) 

保
健
機
能
食
品 

医薬部外品 
を含む 

医薬品 
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トクホには、一般的なトクホのほかに、「疾病リスク低減表示」、「規格基準型」及び「条

件付き」といった種類もあります。詳しくは消費者庁ウェブサイトを御覧ください。 

 

 特定保健用食品 

健康増進法第26条第１項の許可又は同法第29条第１項の承認を受けて、食生活において特定

の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示

をする食品 

 

 特定保健用食品（規格基準型） 

特定保健用食品としての許可実績が十分であるなど科学的根拠が蓄積されている関与成分に

ついて規格基準を定め、消費者委員会の個別審査なく、事務局において規格基準に適合する

か否かの審査を行い許可する特定保健用食品 

 

 特定保健用食品（再許可等） 

既許可食品に係る許可等を受けている者が当該食品の商品名や風味等の軽微な変更等をした

特定保健用食品 

 

 条件付き特定保健用食品 

特定保健用食品の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一

定の有効性が確認される食品を、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件とし

て、許可対象と認める。 

許可表示：「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適して 

いる可能性がある食品です。」 

 

 特定保健用食品（疾病リスク低減表示） 

関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、疾病リスク低減

表示を認める特定保健用食品 

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin86.pdf
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トクホは、病気の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 

次のような場合には、すぐに医師等の専門家に相談しましょう。 

 
 トクホは、健康な人を対象として作られた食品です。そのため、通院や服薬をしている人

は、トクホを利用する前に、医師・薬剤師・管理栄養士等の専門家に相談しましょう 

 

 トクホを利用していて、体調不良が見られた場合は、すぐに利用をやめ、医師等の専門家

に相談しましょう 

 
その他の注意点 

 商品に記載されている「摂取上の注意」をよく読み、「１日の摂取目安量」を守りましょう 

 同じ成分が含まれている商品を複数摂取しないようにしましょう 

 トクホは、基本的に子どもを対象に安全性が確認されているものではありません 
    子供の食生活改善に必要かどうかを確認し、摂取過剰にならないように注意しましょう。 

 キャッチコピーは、対象者や機能を一言で表したものです 
    その根拠や効果の程度は、キャッチコピーだけでなく、このデータベースや、商品に記載されてい

る「許可表示」、「１日の摂取目安量」、「摂取上の注意」、栄養成分表示をよく確認しましょう。 
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 トクホの商品一覧のページ 
トクホの商品一覧ページでは、選択したカテゴリについて商品一覧のほ

か、カテゴリに関する説明を掲載する。 
各カテゴリでの説明文の構造としては、以下のように想定している。 
その中でも、国立健栄研「特定保健用食品の上手な利用について」の

ページで紹介している「トクホの特徴と利用上の注意（効果的な利用方

法）」の掲載内容は、有効性試験の結果とリンクする内容となるため、カテ

ゴリ別の掲載内容を国立健栄研若しくはしかるべき専門家が整理・確認す

る必要がある。 
 

第 6-14 表 「トクホの商品一覧」ページの構造 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

 

トクホの基本概念はこちら 

＜リンク＞ 

カテゴリごとの説明 

※詳細は 6.3(4)②参照 

カテゴリごとの商品一覧 

※既存 DB と同様 

カテゴリ名 

 

食生活指針 

※消費者が食生活で気をつけることを全てのカテゴリで掲載することで、消費者が日頃の食生

活を見直すきっかけとする。 

全てのカテゴリで共通して掲載 

 

対象者 

※そのカテゴリで対象としている者の条件を明記する。 

 

国立健栄研や日本栄養士会の参考情報へのリンク 

※国立健栄研「特定保健用食品の上手な利用について」の「トクホの特徴と利用上の注意（効

果的な利用方法）」においては、有効性試験の結果を掲載しているため、国立健栄研若しくは

しかるべき専門家が内容を整理・確認したうえで、国立健栄研 DB に掲載することも考えられ

る。 

 

※そのカテゴリの内容について、国立健栄研ウェブサイトに関連する内容が掲載されている場

合はリンクで紹介する。 

※国立健栄研ウェブサイトに掲載されていなくても、国立健栄研のパンフレットとして発行してい

るものがあれば、国立健栄研ウェブサイト上で掲載することを検討する。 

※日本栄養士会の「健康増進のしおり」等のように、カテゴリごとに参考になる情報がある場合

は、リンクで紹介する。 

 

----------------------------------------------------------------------------- 
関連するガイドラインの紹介 

※そのカテゴリに関連のある疾病の診断・治療ガイドラインを紹介し、実際に医師などの専門家

が診断・治療で、生活習慣の中でどういった点に注意するよう指導しているかを簡単に紹介

する。 

※トクホは治療を目的とはしていないので、治療・診断のガイドラインは、消費者向けというより

は、専門家向けの参考情報という位置付けで掲載する。 

 

 

カテゴリ別に掲載 
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第 6-15 表 「トクホの商品一覧」ページにカテゴリ共通で掲載する食生活指針 
  

 

食生活指針は、国民一人一人が健全な食生活の実践を図ることのできるよう、関係機関等が

その方向を共有しつつ、食生活の実践を支援する環境づくりを進めるために、文部科学省・

厚生労働省・農林水産省が連携して策定したものです。 

 

以下の項目について実践し、健康増進、生活の質の向上を図りましょう。 

 

 食事を楽しみましょう。 

 １日の食事のリズムから、健やかな生活リズムを。 

 適度な運動とバランスのよい食事で、適正体重の維持を。 

 主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 

 ごはんなどの穀類をしっかりと。 

 野菜・果物、牛乳・乳製品、豆類、魚なども組み合わせて。 

 食塩は控えめに、脂肪は質と量を考えて。 

 日本の食文化や地域の産物を活かし、郷土の味の継承を。 

 食料資源を大切に、無駄や廃棄の少ない食生活を。 

 「食」に関する理解を深め、食生活を見直してみましょう。 

 

詳細を知りたい場合は、下記サイトを御覧ください。 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000129379.pdf 
 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000129379.pdf
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第 6-16 表 「トクホの商品一覧」でのカテゴリごとの説明内容（案）：血圧が高めの方に適する 
 
  

 

 

このカテゴリの商品は、正常よりも血圧が高めの人を対象としています。 

健康診断等で高血圧と診断された方は、医師・薬剤師・管理栄養士等に相談してください。 

なお、このカテゴリの製品は、血圧が正常な範囲内の人が摂っても問題ありません。 

 

「血圧が高めの方に適する」表示をした食品は、原則として、以下の正常高値血圧者及びⅠ度高血圧者

を対象として行った有効性試験の結果を基に作られた商品です。 
 

正常高値血圧 ： 収縮期血圧 130 ～ 139 mmHg 又は 拡張期血圧 85 ～ 89 mmHg  

Ⅰ度高血圧 ： 収縮期血圧 140 ～ 159 mmHg 又は 拡張期血圧 90 ～ 99 mmHg 

≪この商品の対象者≫ 

≪このカテゴリの商品を効果的に利用するには≫ 
トクホを利用する前に心掛ける基本的事項やトクホの特徴と利用上の注意（効果的な利用方法）は、国

立健栄研のウェブサイトにも掲載されています。 

 

トクホを利用する前に心掛けましょう（基本的事項） 

高血圧の原因としては遺伝的要因もありますが、トクホを利用する前に減塩などの生活習慣に気をつけ

ましょう。 

①塩分摂取を控える 

②コレステロールや脂肪の摂取を控える 

③アルコールを控える 

④カリウムを多く含む野菜や果物を摂取する 

⑤適正体重の維持 

⑥適度な運動 

⑦禁煙 

 

トクホの特徴と利用上の注意（効果的な利用方法） 

このトクホの有効性を確認する試験では、二次性高血圧（他の病気が原因で高血圧を引き起こす）の人

は除外し、正常よりも血圧が高い人を対象としています。日常生活の中で上記のような点を心掛けること

で、血圧の低下は期待できます。その上で補助的にトクホを利用すると、より効果が得られると考えられ

ます。 

関与成分には、ラクトトリペプチド、サーデンペプチド、カゼインドデカペプチド、γ -アミノ酪酸（GABA）な

どがあります。 

 

＜国立健栄研：「特定保健用食品の上手な利用について」へのリンク＞ 

https://hfnet.nih.go.jp/usr/kiso/pamphlet/tokuhover16.pdf 
 

※日本栄養士会のニュータス（https://www.nutas.jp/）でも今後、カテゴリに沿った記事を公開する予定

です。 
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減塩  ６g/日未満 

 野菜・果物 野菜・果物の積極的摂取 

 脂質  コレステロールや飽和脂肪酸の摂取を控える 

  魚（魚油）の積極的摂取 

 減量  BMI（体重（ｋｇ）÷［身長(m)×身長(m)］）が 25 未満 

 運動 心血管病のない高血圧患者が対象で、中等度の強度の有酸素運動を

中心に定期的に（毎日 30 分以上を目標に）行う 

 飲酒  エタノールで男性は 20-30ml/日以下、女性は 10-20ml/以下 

 禁煙   
 

高血圧と診断された方は、医師・管理栄養士等の専門家から、「高血圧治療ガイドライン」等の情報

を参考に、以下のような生活習慣の改善について指導を受けています。 

＜高血圧治療ガイドラインへのリンク＞ 

≪関連するガイドラインについて≫ 



 

－ 37 － 

第 6-17 表 「トクホの商品一覧」でのカテゴリごとの説明内容（案）：お腹の調子を整える 
 

 
  

 

このカテゴリの商品は、健康な状態の「便」が、規則正しく排泄されるよう、また腸内の環境が健康に保

たれるように設計された商品です。 

なお、このカテゴリの製品は、お腹の調子が正常な人が摂っても問題ありません。 

 

「お腹の調子を整える」等の表示をした食品は、原則として、便秘傾向者、下痢傾向者を対象として行っ

た有効性試験の結果を基に作られた商品です。また、腸内菌そうを評価指標とした有効性試験において

は、対象者が健常者である場合もあります。 
 

≪この商品の対象者≫ 

≪このカテゴリの商品を効果的に利用するには≫ 
トクホを利用する前に心掛ける基本的事項やトクホの特徴と利用上の注意（効果的な利用方法）は、国

立健栄研のウェブサイトにも掲載されています。 

 

トクホを利用する前に心掛けましょう（基本的事項） 

便秘の改善など、お腹の調子を整えるためには、以下の生活習慣に気をつけましょう。 

①規則正しい食生活 

②食物繊維を多く含む食品や乳製品、水分の適度な摂取 

③適度な運動と休養 

*食物繊維を多く含む食品・・・野菜（特に根菜類）、豆類、海藻類、キノコ類など 

 

トクホの特徴と利用上の注意（効果的な利用方法） 

トクホには、製品ごとに標準的な摂取量や摂取方法が記載されています。しかし、人によっては推奨さ

れる摂取量以下でも、関与成分によってお腹がゆるくなる等、体調に好ましくない変化を来たすこともあ

るので、体調を見ながら利用しましょう。 

また、製品によってはエネルギー量が高いものもあり、エネルギーの摂り過ぎにつながる可能性もあり

ますので、関与成分の効果ばかりに目を奪われるのではなく、製品全体の特徴を考慮して利用するこ

とが大切です。 

関与成分には、オリゴ糖（フラクトオリゴ糖、大豆オリゴ糖、乳果オリゴ糖、イソマルトオリゴ糖）、乳酸

菌・ビフィズス菌等、食物繊維（難消化性デキストリン、ポリデキストロース）などがあります。 
一般に、このカテゴリーのトクホには様々な食品形態があるため、毎日の食生活に取り入れやすいものを選ぶことができるとい

われています。 

 

＜国立健栄研：「特定保健用食品の上手な利用について」へのリンク＞ 

https://hfnet.nih.go.jp/usr/kiso/pamphlet/tokuhover16.pdf 
 
※日本栄養士会のニュータス（https://www.nutas.jp/）でも今後、カテゴリに沿った記事を公開する予定

です。 
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お腹の調子が悪いと診断された方は、医師・管理栄養士等の専門家から、「慢性便秘症治療ガイドライ

ン 2017」等の情報を参考に、以下のような生活習慣の改善について指導を受けています。 

 

＜慢性便秘症治療ガイドライン 2017 へのリンク＞ 

 

 食物繊維の推奨摂取量は、１日当たり成人男性 20g 以上、成人女性 18g 以上 

 主に小麦より米や豆類（おから含む）由来の食物繊維が含まれる食事やヨーグルト等

の乳酸菌食品が有効 

 厚生労働省が作成した「健康づくりのための身体活動基準 2013」を基に、運動する 

（生活活動と運動をあわせて、65 歳以上で強度を問わず毎日 40 分、18～64 歳で３メ

ッツ以上の強度の身体活動を毎日 60 分） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xple-att/2r9852000002xppb.pdf 

 １日 15 分、週５回の腸壁マッサージ 

≪関連するガイドラインについて≫ 
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第 6-18 表 「トクホの商品一覧」でのカテゴリごとの説明内容（案）：コレステロールが高めの方に適する 
 

  

 

 

 

このカテゴリの商品は、コレステロールの値が高めの人を対象としています。 

健康診断等でコレステロール値が高いと診断された方は、医師・薬剤師・管理栄養士等に相談してください。 

なお、このカテゴリの商品は、コレステロールの値が正常な範囲内の人が摂っても問題ありません。 

 

「コレステロールが高めの方に適する」表示をした食品は、原則として、LDL コレステロール値が境界域及び

軽症域にある人を対象として行った有効性試験の結果を基に作られた商品です。 

 

≪この商品の対象者≫ 

境界域：LDL コレステロール 120～139mg/dl 

軽症域：LDL コレステロール 140～159mg/dl 

≪このカテゴリの商品を効果的に利用するには≫ 
トクホを利用する前に心掛ける基本的事項やトクホの特徴と利用上の注意（効果的な利用方法）は、国立健

栄研のウェブサイトにも掲載されています。 
 

トクホを利用する前に心掛けましょう（基本的事項） 

コレステロール値が高い人は、以下の生活習慣に気をつけましょう。 

①コレステロールを多く含む食品（卵黄・魚卵などの卵類、内臓類など）を控える 

②脂肪の多い食品を控える 

③食物繊維を十分に摂取する 

ただし、コレステロールは低い程良いというものではないので、基準値も参考にしましょう。 

 

*コレステロールの基準値 

LDL-コレステロール 60～140mg/dL 

HDL-コレステロール 男 40～70mg/dL 女 40～65mg/dL 

トリグリセリド（ＴＧ） 50～150mg/dL 

 

 

トクホの特徴と利用上の注意（効果的な利用方法） 

このトクホの有効性を確認した試験では、コレステロール値が正常よりも高く、脂質の摂取量も平均より多い

人が一定量を継続して摂取した結果、効果が得られています。しかし、実際の食生活の中で毎日継続して

同じ食品（特にマヨネーズやマーガリンなど）を食べ続けることは考えにくく、また、トクホの種類（油脂類）に

よってはコレステロール値の低下と引き換えにエネルギーを摂り過ぎてしまう可能性も否定できません。 

毎日の食事内容を見直した上で、従来の製品に置き換えてトクホを適量利用すれば、効果が期待できると

考えられます。 

関与成分には、キトサン、植物ステロール、大豆たんぱく質などがあります。 

 

＜国立健栄研：「特定保健用食品の上手な利用について」へのリンク＞ 

https://hfnet.nih.go.jp/usr/kiso/pamphlet/tokuhover16.pdf 
 
※日本栄養士会のニュータス（https://www.nutas.jp/）でも今後、カテゴリに沿った記事を公開する予定で

す。 
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コレステロールの値が高めと診断された方は、医師・管理栄養士等の専門家から、「動脈硬化性疾患予

防のための脂質異常症治療のエッセンス」等の情報を参考に、以下のような生活習慣の改善について指

導を受けています。 

 

＜動脈硬化性疾患予防のための脂質異常症治療のエッセンスへのリンク＞ 
 

 禁煙し、受動喫煙を回避する 

 過食を抑え、標準体重を維持する 

 肉の脂身、乳製品、卵黄の摂取を抑え、魚類、大豆製品の摂取を増やす 

 野菜、果物、未精製穀類、海藻の摂取を増やす 

 食塩を多く含む食品の摂取を控える（６ｇ／日未満） 

 アルコールの過剰摂取を控える（25ｇ／日以下） 

 有酸素運動を毎日 30 分以上行う 
 

≪関連するガイドラインについて≫
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第 6-19 表 「トクホの商品一覧」でのカテゴリごとの説明内容（案）：食後の血糖値の上昇を穏やかにする 
 

  

このカテゴリの商品は、食後の血糖値が気になる方が対象です。健康診断等で高血糖と診断された方

は、医師・薬剤師・管理栄養士等に相談してください。 

なお、このカテゴリの商品は、食後の血糖値が正常な範囲内の人が摂っても問題ありません。 

「食後の血糖値の上昇を穏やかにする」表示をした食品は、原則として、空腹時血糖値又は 75gOGTT が

境界型の人又は食後血糖値が高めの人を対象として行った有効性試験の結果を基に作られた商品で

す。 

 
境界型 空腹時血糖値 ：110 ～ 125 mg/dL 又は 75gOGTT 

２時間値 ：140 ～ 199mg/dL 

食後血糖値が高め 随時血糖値：140 ～ 199mg/dL 

≪この商品の対象者≫ 

 

≪このカテゴリの商品を効果的に利用するには≫ 
トクホを利用する前に心掛ける基本的事項やトクホの特徴と利用上の注意（効果的な利用方法）は、国

立健栄研のウェブサイトにも掲載されています。 

 

トクホを利用する前に心掛けましょう（基本的事項） 

血糖値を上げにくい食生活を心掛けましょう。 

①糖質の摂りすぎに気をつける 

②食物繊維の多い食品を積極的に取り入れる 

③食後に運動する 

 

トクホの特徴と利用上の注意（効果的な利用方法） 

このトクホの有効性を確認した試験では、一般に糖質と同時に摂取することを条件としています。そのた

め、糖質と共に摂取した際には血糖値上昇の抑制効果を期待できますが、トクホの単独摂取では関与

成分がもたらす効果は期待できません。また、血糖値の上がりやすい人が糖質を摂取する際に、これら

のトクホを利用すると効果が得られるという結果は出ていますが、トクホを利用しただけでは血糖値の上

昇を完全に抑えることはできません。血糖値を上げにくい食生活を心掛けた上でこれらのトクホを利用す

れば、さらなる効果が期待できるでしょう。 

関与成分には、難消化性デキストリン、小麦アルブミンなどがあります。 

 

＜国立健栄研：「特定保健用食品の上手な利用について」へのリンク＞ 

https://hfnet.nih.go.jp/usr/kiso/pamphlet/tokuhover16.pdf 
 
※日本栄養士会のニュータス（https://www.nutas.jp/）でも今後、カテゴリに沿った記事を公開する予定

です。 
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食後の血糖値の上昇を穏やかにする必要があると診断された方は、医師・管理栄養士等の専門家から、

「糖尿病治療ガイド 2016-2017」等の情報を参考に、以下のような生活習慣の改善について指導を受け

ています。 

 

＜糖尿病治療ガイド 2016-2017 へのリンク＞ 
 

 腹八分目とする 

 食品の種類はできるだけ多くする 

 脂質は控えめに 

 食物繊維を多く含む食品（野菜、海藻、きのこなど）をとる 

 朝食、昼食、夕食を規則正しく 

 ゆっくりよくかんで食べる 
 

≪関連するガイドラインについて≫ 
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第 6-20 表 「トクホの商品一覧」でのカテゴリごとの説明内容（案）：歯の健康維持に役立つ 
  

 

 
≪この商品の対象者≫ 

このカテゴリの商品は、歯を健康に保ちたい人が対象の商品です。 

 

≪このカテゴリの商品を効果的に利用するには≫ 
トクホを利用する前に心掛ける基本的事項やトクホの特徴と利用上の注意（効果的な利用方法）として、以

下の内容も参考になります。 

 

トクホを利用する前に心掛けましょう（基本的事項） 

歯の健康は全身の健康の第一歩です。むし歯を防いで、健康的な食生活を送るためには、食後の歯磨き

などのセルフケアを身に付けたうえで、規則正しい食生活、定期的な歯科検診などの習慣を付けることが

大切です。 

＜日健栄協：2017 年版[トクホ]ご案内＞ 

 

トクホの特徴と利用上の注意（効果的な利用方法） 

関与成分には、CPP-ACP（乳たんぱく分解物）、POｓ－Ca（リン酸化オリゴ糖カルシウム）、緑茶フッ素等が

あります。 

一般に、このカテゴリーには「むし歯の原因になりにくい食品」や「歯を丈夫で健康にする食品」、「歯ぐきの

健康を保つ食品」があるため、これらの食品を間食や食後に活用することにより、歯の健康維持が期待で

きるといわれています。 

※日本栄養士会のニュータス（https://www.nutas.jp/）でも今後、カテゴリに沿った記事を公開する予定で

す。 

≪関連するガイドラインについて≫ 
歯や歯茎等口腔の治療が必要と診断された方は、歯科医師・歯科衛生士等の専門家から、「歯周治療の

指針 2015」等の情報を参考に、以下のような生活習慣の改善について指導を受けています。 

 

 ＜歯周治療の指針 2015 へのリンク＞ 
 

 歯ブラシ（歯間ブラシやデンタルフロスなどの歯間清掃用具を含む）などの清掃用具を用い

てプラークコントロールをする 

 細菌性プラークの増加を助長する軟らかい食物を減らす 

 自浄作用の高い繊維性食物を摂る 
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第 6-21 表 「トクホの商品一覧」でのカテゴリごとの説明内容（案）：食後の血中中性脂肪が上昇しにくい 
 
  

 

 

 

このカテゴリの商品は、血中中性脂肪が高めで気になる人を対象としています。 

健康診断等で血中中性脂肪の値が高いと診断された方は、医師・薬剤師・管理栄養士等に相談してくださ

い。 

なお、このカテゴリの製品は、血中中性脂肪が正常な範囲内の人が摂っても問題ありません。 

 

「食後の血中中性脂肪が上昇しにくい」表示をした食品は、原則として、血中中性脂肪が正常高値域にあ

る人又はやや高めの人を対象として行った有効性試験の結果を基に作られた商品です。 
 

正常高値域 ：血中中性脂肪 120 ～ 149 mg/dL 

やや高め ：血中中性脂肪 150 ～ 199 mg/dL 

 
≪この商品の対象者≫ 

≪このカテゴリの商品を効果的に利用するには≫ 
トクホを利用する前に心掛ける基本的事項やトクホの特徴と利用上の注意（効果的な利用方法）は、以下

の内容も参考になります。 

 

トクホを利用する前に心掛けましょう（基本的事項）  

一般に、このトクホは肝臓での中性脂肪合成を抑制したり、小腸からの中性脂肪の再吸収を抑制すること

によって、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えるといわれています。脂質の多い食事の時にこのトクホを摂

取するだけでなく、食事内容を見直して脂質の摂取量を抑え、適切な栄養バランスを心掛けましょう。 

 

トクホの特徴と利用上の注意（効果的な利用方法） 

一般に、このトクホには食事の時に摂取するタイプと、摂取時間を特に定めていないタイプがあり、関与成

分には、EPA（エイコサペンタエン酸）、DHA（ドコサヘキサエン酸）、モノグルコシルヘスペリジン、難消化性

デキストリン等があるといわれています。 

 
 
※日本栄養士会のニュータス（https://www.nutas.jp/）でも今後、カテゴリに沿った記事を公開する予定で

す。 
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血中中性脂肪が高めと診断された方は、医師・管理栄養士等の専門家から、「動脈硬化性疾患予防の

ための脂質異常症治療のエッセンス」等の情報を参考に、以下のような生活習慣の改善について指導

を受けています。 

 

＜動脈硬化性疾患予防のための脂質異常症治療のエッセンスへのリンク＞ 
 

 禁煙し、受動喫煙を回避する 

 過食を抑え、標準体重を維持する 

 肉の脂身、乳製品、卵黄の摂取を抑え、魚類、大豆製品の摂取を増やす 

 野菜、果物、未精製穀類、海藻の摂取を増やす 

 食塩を多く含む食品の摂取を控える（６ｇ／日未満） 

 アルコールの過剰摂取を控える（25ｇ／日以下） 

 有酸素運動を毎日 30 分以上行う 

 

≪関連するガイドラインについて≫ 
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第 6-22 表 「トクホの商品一覧」でのカテゴリごとの説明内容（案）：身体に脂肪がつきにくい 
 

  

 

このカテゴリの商品は、肥満度（BMI 値）が高めで気になる人を対象としています。 

健康診断等で BMI 値が高いと診断された方は、医師・薬剤師・管理栄養士等に相談してください。 

なお、このカテゴリの製品は、BMI 値が正常な範囲内の人が摂っても問題ありません。 

 

「身体に脂肪がつきにくい」表示をした食品は、原則として、肥満度が肥満１度の人又は正常高値の人を対

象として行った有効性試験の結果を基に作られた商品です。 
 

肥満１度  ： BMI 25 以上 30 未満 

正常高値  ： BMI 23 以上 25 未満 

 
≪この商品の対象者≫ 

≪このカテゴリの商品を効果的に利用するには≫ 
トクホを利用する前に心掛ける基本的事項やトクホの特徴と利用上の注意（効果的な利用方法）は、以下

の内容も参考になります。 
 

トクホを利用する前に心掛けましょう（基本的事項）  

一般に、このトクホには調理油脂類がありますが、トクホだからといって利用する量が多ければ、エネルギ

ーの摂り過ぎにつながるといわれています。まずは食事内容を見直して脂質の摂取量を抑え、適切な栄養

バランスを心掛けましょう。 

そのほかのタイプでは、トクホに含まれる関与成分に、エネルギーになりやすい成分や脂肪の分解・消費を

促進する働きがあり、内臓脂肪の減少を助けるものがあるといわれています。 

 

トクホの特徴と利用上の注意（効果的な利用方法） 

一般に、この調理油脂類の有効性を確認する試験では、トクホを含めた脂肪摂取量を同年代の平均以下

に制限した上で、一般的な食品とトクホを置き換えて結果を得ています。ある試験では、試験期間中の食

事は全て栄養士が用意し、適度な運動を取り入れながら、トクホの調理油脂類を摂取させ、同量の一般の

調理油脂類を摂取したときと比較しています。つまりバランスの取れた食生活と運動の実施をした条件で

試験が行われたことが分かります。トクホであってもその商品を食べさえすれば全ての人で効果が得られ

るわけではないといわれています。脂質の摂取量を控えた上で従来の食品に置き換えてトクホを適量利用

すれば、関与成分がもたらす効果が期待できると考えられます。 

そのほかのタイプのトクホでは食事の際に摂取するものと、そうでないものがあります。いずれの場合でも

脂質の摂取量を控えた上でトクホを適量利用すれば、関与成分がもたらす効果が期待できると考えられま

す。 

関与成分には、中鎖脂肪酸、茶カテキン、コーヒー豆マンノオリゴ糖、ケルセチン配糖体などがあるといわ

れています。 

 
 
※日本栄養士会のニュータス（https://www.nutas.jp/）でも今後、カテゴリに沿った記事を公開する予定で

す。 
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BMI 値が高めと診断された方は、医師・管理栄養士等の専門家から、「肥満症診療ガイドライン 2016」等

の情報を参考に、以下のような生活習慣の改善について指導を受けています。 

 

＜肥満症診療ガイドライン 2016 へのリンク＞ 

 

 肥満症の治療は食事療法が基本となる。食事療法を実行することで内臓脂肪の減少が得ら

れ、肥満に伴う健康障害の改善が期待できる 

 体重減少のためには、食事摂取エネルギーの減量が有効である 

 25kg/㎡≦BMI＜35kg/㎡の肥満症では、１日の摂取エネルギー量の算定基準は、25kcal×

標準体重（kg）以下である。現在の体重から３～６ヵ月で３％以上の減少を目指す 

 

※より詳細な内容が知りたい場合はこちら＜肥満症診療ガイドライン 2016 へのリンク＞ 

≪関連するガイドラインについて≫ 
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第 6-23 表 「トクホの商品一覧」でのカテゴリごとの説明内容（案）：骨の健康維持に役立つ 
 

  

 

このカテゴリの製品は、骨の健康が気になる人が対象の商品です。 

一般に、このカテゴリの製品には、骨のカルシウムの維持等に役立つ関与成分を含むタイプと、カルシウム

を補給して骨粗鬆症になるリスクのひとつを提言するタイプ（疾病リスク低減表示）があり、骨の健康維持に

役立つと考えられます。 

カルシウムを補給するタイプのトクホを利用するとともに、日頃の運動と適切な量のカルシウムを含む健康

的な食事は、若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってから骨粗鬆症になるリスクのひとつを低減す

るかもしれません。 

なお、一般に疾病は様々な要因に起因するものであり、カルシウムを過剰に摂取しても骨粗鬆症になるリス

クがなくなるわけではありません。 

 

 
 

関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、次のような表示が認められて

います。 

この食品はカルシウムを豊富に含みます。日頃の運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若

い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってからの骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれません。 

なお、一般に疾病は様々な要因に起因するものであり、カルシウムを過剰に摂取しても骨粗鬆症になるリス

クがなくなるわけではありません。 

 
≪この商品の対象者≫ 

～疾病リスク低減表示トクホ～ 

カルシウムの 1 日の摂取目安量の規格は、300～700mg です。 

※一般的なカルシウムの１日の摂取目安量は 700～800mg であり、疾病リスク低減表示トク

ホはそれを補うものです。 
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骨の健康維持が気になる方は、医師・管理栄養士等の専門家から、「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライ

ン 2015 年版」等の情報を参考に、以下のような生活習慣の改善について指導を受けています。 

 

＜骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2015 年版へのリンク＞ 

 

 １日 700～800mg のカルシウムを摂取する 

 同時に食事からのビタミン D の摂取も考慮する 

 カルシウムを多く含む食品（牛乳・乳製品、小魚、緑黄色野菜、大豆・大豆製品）、 

ビタミンＤを多く含む食品（魚類、きのこ類）、ビタミン K を多く含む食品（納豆、緑色野

菜）、果物と野菜、タンパク質（肉、魚、卵、豆、牛乳・乳製品など）が推奨される 

 リンを多く含む食品（加工食品、一部の清涼飲料水）、食塩、カフェインを多く含む食品

（コーヒー、紅茶）、アルコールは過剰摂取を避けたほうがよい 

 １日 15 分程度の適度な日照暴露も必要である 

≪関連するガイドラインについて≫ 

≪このカテゴリの商品を効果的に利用するには≫ 
トクホを利用する前に心掛ける基本的事項やトクホの特徴と利用上の注意（効果的な利用方法）は、国

立健栄研のウェブサイトにも掲載されています。 

 

トクホを利用する前に心掛けましょう（基本的事項） 

骨の健康に大切なカルシウムは、摂取が難しいミネラルです。平成 28 年国民健康・栄養調査の結果に

よれば、どの世代の男女とも、食事摂取基準の推奨量に届いていません。閉経を迎える 50 代以上の女

性については、40 代までよりも摂取量が高くなっており、骨粗しょう症予防を意識してか、積極的にカル

シウム摂取を心掛けている様子がうかがえますが、骨の健康を維持するには、カルシウムの摂取だけ

では不十分で、以下のようなこと全てが大切です。 

①カルシウムの十分な摂取 

②ビタミン D、ビタミン K の十分な摂取 

③日光に当たる時間を確保する 

④適度な運動負荷をかける（骨量増加のために重要） 

骨の健康は一朝一夕では得られません。若年期からの食生活や運動が将来の骨量に影響することを

意識して、骨の健康維持・増進に努めましょう。 

 

トクホの特徴と利用上の注意（効果的な利用方法） 

このトクホには、骨の形成に必要なビタミン K を多く含む製品や、骨からのカルシウム溶出を抑制する成

分を含む製品などがあります。カルシウムやビタミン D、ビタミン K の十分な摂取と適度な運動に加え、

このようなトクホを併用すると、骨の健康が維持できると考えられます。特に骨の健康に支障を来たしや

すい高齢者では、食事量そのものが少なく、摂取できる栄養素の量も少なくなりがちです。食事や運動

に併せて上手にトクホを利用しましょう。関与成分には、ビタミン K2、大豆イソフラボン、MBP（乳塩基性

たんぱく質）、ポリグルタミン酸などがあります。 

 

＜国立健栄研：「特定保健用食品の上手な利用について」へのリンク＞ 

https://hfnet.nih.go.jp/usr/kiso/pamphlet/tokuhover16.pdf 
 
※日本栄養士会のニュータス（https://www.nutas.jp/）でも今後、カテゴリに沿った記事を公開する予定

です。 
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 トクホの商品詳細ページ 
個別製品について、消費者や専門家から試験などの概要が分かるページ

と詳細な内容を掲載したページの二層構造としてほしいという意見が多く出さ

れた。 
そこで、第 6-24 表に示したように、消費者及び専門家向けの概略ページ

と、専門家向けの詳細ページの２つのページ構成とすることで、消費者にも専

門家にも理解しやすい内容とする。 
内容については、申請書の内容を基にしつつ、申請書で不足している項

目は、特定保健用食品許可（承認）一覧として消費者庁ウェブサイトで提供さ

れている内容を参照して作成するものとする。 
なお、実際のページ構成は、来年度以降に検討する予定である。 

 
第 6-24 表 「トクホの商品詳細ページ」の掲載内容（案） 

 
  ＜1 ページ目＞ 

食品名（商品名、形態、内容量）  食品名（商品名、形態、内容量） 

製造あるいは販売者 製造あるいは販売者 

許可された実際の表示・許可された年月 許可された実際の表示・許可された年月 

適切な利用法 

適切な利用法 NEW！ 

※どういう試験に基づいているか詳細を記載すること 

で、効果的な利用方法の理解につなげる 

※食事と一緒なのか、いつ摂ってもいいのかといった 

摂取タイミングについても明記 

利用上の注意事項 利用上の注意事項 

関与成分についての解説 

 関与成分および作用機序 

 作用・効果および機序 

 関与成分の分析方法 

 

安全性に関する評価 

 ヒト試験 

 動物・その他の試験 

安全性に関する評価 NEW！ 

※サンプルサイズ、試験期間、対象者等の 

試験の概略と結果を簡潔に記載＜詳細へのリンク＞ 

有効性に関する評価 

 ヒト試験 

 動物・その他の試験 

有効性に関する評価 NEW！ 

※サンプルサイズ、試験期間、対象者等の 

試験の概略と結果を簡潔に記載＜詳細へのリンク＞ 

  ＜2 ページ目＞ ※主に専門家向けを想定 

 

 関与成分についての解説 

 関与成分および作用機序 

 作用・効果および機序 

 関与成分の分析方法 

 

 安全性に関する評価 

 ヒト試験 

 動物・その他の試験 

 

 有効性に関する評価 

 ヒト試験 

 動物・その他の試験 

 
 

  

 
 

 

トクホの基本概念はこちら＜リンク＞ 

カテゴリの説明はこちら＜リンク＞ 

 

 

 

 

 

 

 

商品の詳細情報 

※詳細は 6.3(4)③参照 

製品名 

摂取上の注意事項 

用語について 

＜現状＞ ＜提案＞ 
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第 6-25 表 「トクホの商品詳細ページ」の掲載イメージ（案） 
 
トクホの基本概念はこちら＜リンク＞ 

カテゴリの説明はこちら＜リンク＞ 

摂取上の注意事項： 
 体調不良を感じた場合は、すぐに医師等の医療関係者に相談しましょう 

 複数の健康食品を摂取する場合は、１日の摂取目安量を確認しましょう 

 【難消化性デキストリンを関与成分とする製品の場合】難消化性デキストリンは、いろいろ

な健康食品に含まれています。難消化性デキストリンを含む健康食品をいくつか同時に摂取

する場合は、摂り過ぎに注意しましょう 

 
 
 
 

商品の概略 

商品写真 

 

 

 

 

 
 

※提供年月を明示 

トクホの種類 ※トクホ／疾病リスク低減表示トクホ／規格基準型ト

クホ／条件付きトクホ／再許可等、の区分を表示 

食品名 ○○○○ 

形態 ○○○○ 

内容量 ○○○○ 

製造あるいは販売者 ○○○○ 

住所 ○○○○ 

電話番号 ○○○○ 

許可された実際の表示 許可された年月 

○○○○ ○○○○年○○月 

適切な利用方法 

○○○○○○○○ 
※どういう試験に基づいているか詳細を記載することで、効果的な利用方法の理解につなげる 

※食事と一緒なのか、いつ摂ってもいいのかといった摂取タイミングについても明記 

利用上の注意事項 

○○○○○○○○ 

 

安全性に関する評価 ＜概略＞ 

(1)○○○○○○○○ 

(2)△△△△△△△△ 
 
出典： 

(1)○○○○ 

(2)△△△△ 
※サンプルサイズ、試験期間、対象者、試験での食事内容等の試験の概略と結果を簡潔に記載 

※商品詳細ページへのリンクを設定 詳細な安全性に関する科学的根拠及び根拠資料はこちら 

有効性に関する評価 ＜概略＞ 

(1)○○○○○○○○ 

出典： 

(1)○○○○ 
 

※サンプルサイズ、試験期間、対象者、試験での食事内容等の試験の概略と結果を簡潔に記載 

※商品詳細ページへのリンクを設定  詳細な有効性に関する科学的根拠及び根拠資料はこちら 
【留意事項】 

※トクホの申請に当たって必要なヒト試験の方法等は厳格に規定され、審査されています。サンプルサイズが大き

ければ、統計的有意差が出やすくなるものの、ヒト試験では倫理上の配慮からできるだけ小さいサンプルサイズ

で統計的有意差が確認できるような試験デザインとすることが望ましいとされています。 

＜ポイント＞ 
「一般消費者向け」、「専門家向け」の区分
ではなく、「概略」と「詳細」として区分する。 「商品の詳細」はこちら＜リンク＞ 

＜ポイント＞ 
商品写真は、大幅変更の
あった場合のみ更新。 
提供年月も明示する。 

＜ポイント＞ 
トクホの種類や形態、許可された年月は、申
請書に記載がないため、消費者庁が公開して
いるリストから情報を引用する。 

＜ポイント＞ 
安全性及び有効性に関する評価は、概略を抜粋したページと、詳細ペー
ジを用意し、概略ページから詳細ページにリンクを設定する。 
根拠論文等の出典は、開示可能な全件を詳細ページに掲載する。 

＜ポイント＞ 

カテゴリ共通の「摂取上の注意事項」を上段に明記。 

＜ポイント＞ 
開示可能な項目であって、事業者事由により不開示となる場合
は、「事業者事由により非開示」あるいは「公開情報提供なし」等
の明示を行う。 

＜ポイント＞ 
サンプルサイズに関する留意事項とし
て、解説文を掲載する。 

本商品は、再許可等をされた商品です。商品の詳細情報は、既に許可された商品のページを御覧ください。

＜既許可商品のページへのリンク＞ ＜ポイント＞ 
再許可等の場合のみ、既許可商品へのリンクを掲載 
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商品の詳細 

関与成分についての解説 

【関与成分および作用機序】 

(1)○○○○○○○○ 
 

【作用・効果および機序】 

(1)○○○○○○○○ 
 

【関与成分の分析方法】 

(2)△△△△△△△△ 
 

出典： 

(1)○○○○ 

(2)△△△△ 
 

その他の根拠資料： 

(3)□□□□ 

(4)◇◇◇◇ 

・・・ 

安全性に関する評価 ＜詳細＞ 

【ヒト試験】 

(1)○○○○○○○○ 
 

【動物・その他の試験】 

(2)△△△△△△△△  
 

出典： 

(1)○○○○ 

(2)△△△△ 
 

その他の根拠資料： 

(3)□□□□ 

(4)◇◇◇◇ 

・・・ 

有効性に関する評価 ＜詳細＞ 

【ヒト試験】 

(1)○○○○○○○○ 
 

【動物・その他の試験】 

(2)△△△△△△△△  
 

出典： 

(1)○○○○ 

(2)△△△△ 

その他の根拠資料： 

(3)□□□□ 

(4)◇◇◇◇ 

・・・ 
【用語について】 

食品の安全あるいは臨床試験等に関する用語は、以下のウェブサイトを参照ください。 

国立健康・栄養研究所 用語解説 https://hfnet.nih.go.jp/usr/word/hfnetyougoshu.html 

内閣府 食品安全委員会 用語集 http://www.fsc.go.jp/yougoshu.html 

公益社団法人日本薬学会 薬学用語解説 http://www.pharm.or.jp/dictionary/wiki.cgi 

＜ポイント＞ 
詳細ページについては、現行 DB 掲載内容を基にしつつ、申請
書に記載内容を元に情報の拡充を図る。 
その際、情報公開法に基づく開示請求において非開示となる事
項及び上記申請書のマスキング基準に該当する事項は非開示
とする。 
ただし、開示可能な項目であって、事業者事由により不開示とな
る場合は、「事業者事由により非開示」あるいは「公開情報提供
なし」等の明示を行う。 

＜ポイント＞ 
現行 DB の「その他の資料」は任意記入となっているが、根拠となる
論文等は基本的に開示することとし、書誌事項等を明記。 

「商品の概要」はこちら＜リンク＞ 

＜ポイント＞ 
個別の用語説明ではなく、用語集へのリンクのみ掲載し、リンク先を紹介する。 

＜ポイント＞ 
規格基準型の場合は、安全性及び有効性に関する評価として、
出典のかわりに、下記を掲載する。 
 
規格基準型の場合は、国が有効性・安全性に関する知見の蓄
積が十分であるとして規格基準を定めており、消費者委員会の
個別審査なく、許可されている。 
規格基準の詳細はこちら → 
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_prom
otion/pdf/syokuhin86.pdf 



 

－ 53 － 

  
 
(5) トクホの製品情報公開の義務化について 

国立健栄研 DB において、販売されている全てのトクホ製品の情報を掲載することが必要であると考え

られる。しかしながら、現行の国立健栄研 DB への掲載に当たっては、事業者の任意協力に基づいて申

請があった製品のみ掲載する形となっている。 
今後、全ての製品情報を掲載するためには、各事業者からの製品情報の提供を義務化したり、「特定

保健用食品の審査等取扱い及び指導要領」に国立健栄研 DB へ情報提供することを掲載する等、別途

検討する必要がある。 
 

 

(6) 国立健栄研 DB 登録までの流れ 
現状では、事業者が現行の国立健栄研 DB のフォーマットに沿って入力したファイルを国立健栄研に

メール送付し、国立健栄研が、内容を簡単に確認した上で、現行の国立健栄研 DB へ掲載する流れとな

っている。 
しかし、国立健栄研の負荷軽減を考慮すると、以下の２点の改良を行うことが望ましいと思われる。 
 事業者からの個別商品の申請をメール添付ではなく、インターネット上での手続きとする 
 国立健栄研 DB に掲載する表現について、事業者側でも個別に判断できるようなマニュアル 

     （「入力上の注意（仮）」）を整備する 
国立健栄研DBへの申請に当たっては、商品ごとに掲載する情報のレベル感を統一するため、申請書

の内容を基にしつつ、申請書で不足している項目は、特定保健用食品許可（承認）一覧として消費者庁

ウェブサイトで提供されている内容を参照して作成する。 
具体的なイメージは、第 6-26 表のとおり。 
 

第 6-26 表 国立健栄研 DB 登録までの流れ 

 
「入力上の注意（仮）」については、現行の国立健栄研 DB で確認している項目を中心に、事業者側が

個別に判断できる内容とすることが求められる。現行の国立健栄研 DB において、近年は拡大解釈した

記述が見られないことから、以下の 2 点を入力上の注意として記載しておくことが望ましい。 
 新たに表現方法の判定基準を示すのではなく、現行 DB での表現を参考に作成する 
 6.2(1)で示したような、統計的に有意な差が見られない場合の表現について留意する 

    （有意な差が見られない場合は、「効果があった」「効果が実証された」等とは記載できない） 

STEP1
DB掲載内容入力

STEP2
DBへ申請

STEP3
DB登録

 フォーマットに
掲載内容を入力

 DBへ申請
※メール添付

 申請内容の確認
 DBへ登録

事業者 事業者 国立栄研

現状

 DB上フォームに
掲載内容を入力

 DBへ申請
※DB上のフォーム
から送信

 申請内容の確認
 DBへ登録

事業者 事業者 国立栄研

提案

＜ポイント１＞
掲載内容を均質化するために

申請書の内容をベースに消費者庁
ホームページで掲載されている

内容を参照して作成する

＜ポイント３＞

事業者向けの「入力上の注意
（仮）」を作成することで、国立栄研
の確認作業の負荷を軽減する

＜ポイント２＞
表現方法を均質化するために

「入力上の注意（仮）」を参照
する

国立健栄研 

国立健栄研 
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(7) データ登録について 

国立健栄研 DB に情報を掲載するに当たり、受領した申請内容は、データシートとして一元管理を行う

ことで、多様な情報発信の基礎となる情報とすることができると考えられる。具体的には、以下のとおり、全

ての情報を記載したデータシートを作成し、ここから概略ページや詳細ページ、さらにはカテゴリ別ペー

ジ等、必要な情報を出し分ける。製品情報の更新等のデータの管理は、データシートのみを対象とするこ

とで、重複管理や更新漏れ等を回避することが可能である。 
 
 

第 6-27 表 データ登録について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(8) 国立健栄研 DB のメンテナンスについて 

国立健栄研 DB の運用に当たっては、現行の国立健栄研 DB の運用を基にしつつ、以下のようなメン

テナンスも行うことが望ましい。 
 

第 6-28 表 国立健栄研 DB のメンテナンスについて 

 
 

 
 

  

分類 概要 

目的  国立健栄研 DB 上のトクホ製品について、以下の２点を確認する 
①メンテナンス時点で販売されているか 
②国立健栄研 DB の商品詳細ページの表現が、間違っていないか・拡大解釈
されていないか 

タイミング  年１回実施 

メンテナンス方法 ＜①販売されているかどうか＞ 
 国立健栄研 DB 上のトクホ製品が終売となった場合は、事業者にその旨を申

請してもらう 
※終売後の国立健栄研 DB 掲載期間は別途検討が必要 
 

＜②商品詳細ページの表現＞ 
 国立健栄研DBの商品詳細ページについて、事業者や専門家、消費者からの

指摘を随時受け付けるフォームを新設する 
 定期的に（年１回等）、消費者や専門家を含む第三者にアンケート等を実施・

モニタリングする 
⇒モニタリング結果を基に、国立健栄研において表現の正確性を確認する 

２．申請フォームの内容をデータシートとして蓄積 

４．「２．」のデータから、詳細を抜粋したシートを商品詳細ページ「商品の詳細」に掲載 

３．「２．」のデータから、概略を抜粋したシートを商品詳細ページ「商品の概略」に掲載 

５．「２．」のデータから、カテゴリ別の製品を抜粋したシートをカテゴリ別ページとして掲載 

１．申請フォームとして製品情報を受領 
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7. 条件付きトクホについて 
 

7.1 背景・目的 

(1) 条件付きトクホとは 
平成 29 年７月７日現在、トクホの許可を受けた 1,093 品目のうち、「条件付きトクホ」は１品目となってい

る。なお、この品目は未販売である。条件付きトクホは、トクホの審査で要求している有効性に係る科学的

根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認される食品を、限定的な科学的根拠である旨

の表示をすることを条件として、許可対象と認める制度である。 
科学的根拠に関するトクホと条件付きトクホの違いは、第 7-1 表のとおりである。 
 

第 7-1 表 条件付きトクホにおける科学的根拠の考え方 4 
試験 

 

作用機序 

無作為化比較試験 非無作為化比較試

験（危険率５％以下） 

対照群のない介入試

験（危険率５％以下） 危険率５％以下 危険率 10％以下 

明確 トクホ 条件付きトクホ 条件付きトクホ  

不明確 条件付きトクホ 条件付きトクホ   

 
 

(2) 検討の背景・目的 
平成 27 年度に制度がスタートした機能性表示食品は、安全性の確保を前提とし、科学的根拠に基づ

いた機能性が事業者の責任において表示される食品であり、トクホとは異なり、消費者庁長官の個別の

許可を受けたものではない。機能性表示食品の安全性及び機能性の根拠に関する情報等については、

販売前に消費者庁長官へ届け出ることとされており、平成 29 年 12 月末現在で 1,232 品目の届出がなさ

れている。 
保健機能食品の中に、トクホに要求される科学的根拠の水準に達していないものの機能性の表示が

認められた制度として、条件付きトクホと機能性表示食品が存在している現状にあって、これまで条件付

きトクホに関する消費者等の認知状況に関する調査は行われていない。そのため、本事業において、条

件付きトクホに関する認知状況等を消費者、専門的知識を有する者及び事業者に聴取する。 
 
 

  

                                                        
4 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin86.pdf 
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7.2 条件付きトクホの認知 
一般消費者は条件付きトクホという制度をほとんど認知しておらず、専門家でも半数が知っていたが聞

いたことがある程度であった。 
そのため、条件付きトクホはほとんど知られていないものと考えられる。 
 

第 7-2 表 条件付きトクホの認知 
分類 概要 

一般消費者を対象とした
グループインタビュー結果 

 ほとんどの者が制度を知らなかった 

専門家ヒアリング結果  10 人中５人が知っていた 
 ただし、５人のうち、２人は聞いたことがある程度 

 
 
7.3 条件付きトクホの方向性 

一般消費者に条件付きトクホの制度を説明して意見を聴いたところ、条件付きトクホとトクホのマークが

判別しにくい、機能性表示食品との違いが分からないため、制度として不要ではないかという意見が多く

出された。 
専門家からも、条件付きトクホの定義が曖昧で、トクホや機能性表示食品との違いを説明することが難

しいので、条件付きトクホという制度は不要ではないかという意見が出された。 
一方で、事業者からは、国が評価するトクホ制度の１つとして、また、米国の条件付きヘルスクレーム等

との国際的な協調の観点から導入された制度として重要であり、今の制度を改善し継続することが望まし

いとの意見が出された。 
検討委員会では、保健機能食品制度全体として機能性表示食品制度が創設されており、条件付きトク

ホの申請も少ないことから、制度として維持し続けることに疑義を呈する意見が多く出された。さらに、現

在、許可品目が１つのみと制度が十分に活用されているとはいえず、有効利用の見込みがない状況であ

ることから、制度改良の費用対効果を慎重に判断する必要がある、業界として必要な制度なのであれば

許可品目が一定数は現れているはずではないかとの意見が出された。 
そのため、条件付きトクホの制度については、申請状況や制度改良のための費用、期間等も踏まえな

がら、制度の再検討を行う必要があると思われる。 
 

第 7-3 表 条件付きトクホの方向性 
分類 概要 

一般消費者を対象とした
グループインタビュー結
果 

 トクホのマークと区別がしにくい、機能性表示食品との違いが分からな
い、条件付きの定義が分からないので制度としてなくてよいのではない
か等の意見多数 

 このマークがあるとトクホ全体の信頼性が落ちるという声もあり 
 大半は不安になる、買わない、必要ない等、否定的な意見 

専門家ヒアリング結果  条件付きトクホの定義が非常に曖昧で、トクホや機能性表示食品との
違いを説明することが難しいため、条件付きトクホという制度はなくても
よいのではないかと全員より指摘 

 トクホや機能性表示食品との制度の違いについて消費者が理解できず
混乱する可能性を危惧する者も 

事業者からの意見  機能性表示食品制度が発足した今だからこそ、国が評価するトクホ制
度の１つとして重要 

 米国の条件付きヘルスクレーム等との国際的な協調の観点から導入さ
れた制度として認識 

 煩雑な手続きなく、通常のトクホに格上げできるような仕組みにする
等、利用しやすいように今の制度を改善してはどうか 
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