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1. 調査設計
1.1 調査目的
本事業では、特定保健用食品（以下「トクホ」という。）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。

1.2 調査設計
対象者条件は以下のとおりである。
第 1-1 表 対象者条件
分類
調査対象者条件

対象者選定方法
対象者人数
実施日
実施場所

概要









首都圏在住
20～80 代の男女
トクホを利用している（頻度については事前調査で把握）
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
調査モニター（インターネット経由）から事前調査を通じて抽出
１グループ６名程度、合計８グループ
平成 29 年 11 月 10 日～12 日
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、次表の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 1-2 表 グループ設定
20代

30代

40代

50代

60代

70代

男性

グループ１

グループ３

グループ5

グループ7

女性

グループ２

グループ４

グループ6

グループ8

－ 1 －

80代以上

2. 考察
2.1 情報公開の各種項目
(1) 国立健栄研 DB の認知
国立健栄研 DB を知っていた、見たことがあるという者は全体で３人のみであり、それ以外の者は知ら
なかった。実際に国立健栄研 DB の内容をスクリーンで投影して説明したところ、いずれの性・年代にお
いても興味があるとの声が多く聞かれた。このことから、現状では知られていないが、関心はあり、国立健
栄研 DB の認知を高められる可能性はあると考えられる。

(2) 国立健栄研 DB への要望
安全性及び有効性に係る内容について
ア. 掲載する製品情報
トクホに関する製品情報としては、全ての商品が掲載されるべきという意見がどの性・年代でも出された。
もし自分が摂取しているトクホが掲載されていなかった場合の不安感や、DB として問題があるのではない
かとの指摘もあった。消費者に国立健栄研 DB を活用してもらうためには、販売中の全てのトクホの製品
情報が掲載されることが求められる。
安全性に係る内容について
ア. 安全性に関する科学的根拠
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
が多かった。また、安全性について、この内容で国が許可しているのであれば安心だと、制度そのものに
対する信頼感の高まりに関する意見も出された。現時点で掲載されている安全性に関する記述は評価さ
れており、引き続き掲載することが有効だと考えられる。
イ. 健康被害に関する情報及び相談先
体調不良時の相談先については、一番困るのは体調不良を起こしたときである、あるいはメーカーが
多岐にわたるため一元的な相談先が必要であるとの意見が出された。相談先の明記も含め、体調不良を
起こした際に消費者の不安を軽減するための情報提供が必要である。
ウ. 医薬品との相互作用
医薬品とトクホの飲み合わせに関する情報は、どの性・年代でも必要だという意見が多く出された。30
～49 歳男性では、トクホと医薬品との飲み合わせについては気にしない者もいたが、相互作用が疑われ
るような場合には、トクホ摂取時のマイナス面の情報提供も必要である。
エ. 安全性に関連する実験結果
実験結果については、自分自身は理解できないとしても、結果が掲載されていることで問題が発生した
場合に専門家や医師に相談することができるとの意見も出たが、この内容で国が許可したという点からも
消費者の安心感は増すと考えられる。
有効性に係る内容について
ア. 対象者条件
主な対象者の条件に関しては、血圧が正常あるいは低い者が飲んでもよいのか、お腹の調子を整える
トクホは便秘と下痢のどちらに効くのか等の疑問の声が聞かれた。また、50～64 歳女性から、骨の健康に
ついては「若い女性の」とあるが、自分達は該当しないのかとの声も聞かれた。安全性とも関連しており、
国立健栄研 DB の「利用上の注意事項」のみならず許可表示の説明についても考慮する必要がある。
イ. 摂取するタイミング、効果的な利用方法
トクホを摂取するタイミングについては、せっかく摂るのであれば効果が出るように摂りたいと思う者が多
く、正しい使い方に関する情報が欲しいという者が多くのグループで見られた。一方で、通常の食品を置
き換えて用いているため効果を気にしていないとの意見も出たが、国立健栄研 DB の「適切な利用法」の
拡充について検討する必要がある。
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ウ. 有効性に関連する実験結果
有効性については、実験の方法や結果の詳細が掲載されていることで、根拠が十分に示されていると
感じている者が多かった。有効性に関する情報を、今後の商品選択の参考にしたいとの声も聞かれた。
その中で、特に検体数の少なさや期間の長短について、消費者の関心が寄せられていた。また、専門用
語の難しさについても指摘があった。国立健栄研 DB に掲載する情報の項目や見せ方について検討が
必要である。
その他
ア. カテゴリ、検索方法
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が出された。検索については、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が聞かれた。
イ. 個別製品ページに掲載する内容
情報の見せ方としては、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が出された。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った。
ウ. アクセスのしやすさ
国立健栄研のトップページから国立健栄研 DB へのアクセスが分かりにくいため、トップページから分
かりやすくリンクがあったり、商品に URL や QR コードが入っていると詳細な製品情報を確認しやすいと
いう意見がどの性・年代でも出された。20 代ではパソコンよりもスマートフォンをよく使うため、国立健栄研
DB がスマートフォンに対応していると見やすいという声もあった。消費者に向けた見せ方について、ほか
の項目とともに検討が必要である。

2.2 表現方法の判定基準
(1) 安全性及び有効性に係る内容について
義務表示
義務表示については、65 歳以上男性のグループのみ全員が知らなかったが、内容についてはおおむ
ね当然のこととして捉えていた。どの性・年代でも、トクホを摂っていれば問題ないと思っている者はほとん
どいないものの、20 代男性や 50～64 歳男性は、普段はトクホを摂っていれば大丈夫と考えていることが
うかがえる発言があった。64 歳以下の男性からは、やや皮肉のような発言もあったが、女性も含めおおむ
ね当然のこと、最も重要なことと理解はされており、引き続き掲載することが重要と考えられる。
キャッチコピーや CM について
各年代とも、テレビ CM の■■の「■■」という映像をはじめとして、脂質や糖質が体内に入るところをイ
メージで表しているものが記憶に残っているとする者が多かった。20 代男性からは、アニメを用いた CM
の印象も強いとの意見が出された。20～49 歳女性では、CM の登場人物のようになれるとは思っていな
いもののモチベーションになるとの声も聞かれた。
トクホを摂取し始めたきっかけとして CM を挙げる声も多く聞かれ、また、商品購入時にいずれの性・年
代でも半数以上が CM を参照していた。上述したテレビ CM の特徴的なフレーズやグラフ等が記憶に残
って、購入に至る場合が多かった。
20～49 歳男性では、体重の増加が動機となっており、同じ脂肪に関する表現では、「脂肪の吸収を抑
える」よりも「脂肪の燃焼」、「体脂肪を分解」といった言葉に強い印象を持つ者が多かった。
このように、トクホの商品購入に当たって CM の影響は大きく、図や動画によるイメージのインパクトも大
きいと考えられることから、表現方法の判定基準の検討において、考慮する必要がある。
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(2) 安全性に係る内容について
利用に当たって知りたい情報
トクホの利用に当たって知りたい情報としては、安全性に関しては、摂取限度量やサプリメント、医薬品
との飲み合わせ、副作用について知りたいとの声が聞かれた。一方、多量でなければ子供に飲ませても
問題ない、食品なので飲み合わせの不安はないといった声も複数聞かれ、安全性について提供すべき
情報の内容、方法を検討する必要がある。

(3) 有効性に係る内容について
許可表示
許可表示については、20 代男性と 65 歳以上男性では見ていない者もいた。65 歳以上男性は、許可
表示は字が小さく、整腸や脂肪に関する大きく書かれた表示は見るとしている。許可表示そのものよりも、
そこからキャッチコピー化された表示を参照していることがうかがえる。許可表示とキャッチコピーの在り方
について検討する必要がある。
許可表示については、曖昧でもう少し具体性が欲しいとの声も聞かれたが、読めば分かる、サプリメント
のキャッチコピーに比べれば通じる、医薬品の効能のようには書けない、と状況はおおむね理解されてい
ると考えられる。ただし、「お腹の調子を整える」は便秘に効くのか下痢に効くのか、「若い女性が健全な
骨の健康を維持し、・・・」は骨密度が気になる歳になってからでも効くのか、「血圧が高めの方に」は血圧
が正常値あるいは低い者が飲んでもよいのか等の意見が出された。こうした意見を踏まえ、許可表示の説
明について検討する必要がある。
トクホの効果への期待と実感
トクホの効果として、「脂肪の吸収を抑える」「糖の吸収を抑える」「脂肪の燃焼を助ける」といったキャッ
チコピーの内容のような効果が少しはあるのではないかと期待しているが、どの性・年代も医薬品のような
効果があるとは捉えていない。通常の食品よりはプラスアルファがあるのではといった期待感、摂らないよ
りはよい、といった声が聞かれた。
効果を実感している者もほとんどおらず、摂らないよりは摂ったほうがよい、摂っていることで安心感が
あり、現状維持できれば問題ないと考えている声が多く聞かれた。なお、効果を感じなくなったとしてトクホ
の摂取をやめた者は 65 歳以上の男女で１人ずついるが、多くは味に飽きた、価格が高くて続けられなか
った、新商品が出たので同じジャンルの新しい商品に変更した等を理由としてトクホの摂取をやめている。
トクホの効果に対しては、20～49 歳では、食べ過ぎたとき、こってりした食事をしたときに強い期待を持
っていることがうかがえる。トクホを摂ることで大丈夫だろうと考え、ほかの食生活を変えていないとの意見
も 50～64 歳男性で１人から出された。こうしたトクホの効果に対する消費者意識を踏まえて、義務表示、
許可表示等を検討する必要がある。

2.3 条件付きトクホについて
(1) 条件付きトクホの認知
条件付きトクホについては、ほとんどの者が制度を知らなかった。

(2) 条件付きトクホに対する消費者のイメージ
条件付きトクホについては、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がどの性・年代でも出され
た。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聞かれた。全く根拠がないわけではないの
で買わないとは思わない等の意見も出たが、大半は不安になる、買わない、必要ない等否定的な意見が
出された。こうした消費者の意識を踏まえ、条件付きトクホの制度について検討を行う必要がある。
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3. 調査結果
3.1 対象者のプロフィール
(1) 20 代 男性
第 3-1 表 対象者プロフィール（20 代男性）
No.
１

年齢
29 歳

未既婚
未婚

職業
不動産・事務

２

23 歳

未婚

大学生、短大生、
大学院生

３

21 歳

未婚

大学生、短大生、
大学院生

４

27 歳

未婚

建築・荷揚げ

５

27 歳

既婚

通信・企画

６

27 歳

未婚

法律・補助者

同居家族
父母（配偶者の父母
を含む）
父母（配偶者の父母
を含む）
兄弟・姉妹（配偶者
の兄弟・姉妹を含む）
父母（配偶者の父母
を含む）
兄弟・姉妹（配偶者
の兄弟・姉妹を含む）
同居家族はいない
（一人暮らし）
配偶者
父母（配偶者の父母
を含む）
兄弟・姉妹（配偶者
の兄弟・姉妹を含む）

服薬状況
なし
なし

なし

なし
なし
なし

(2) 20 代 女性
第 3-2 表 対象者プロフィール（20 代女性）
No.
１

25 歳

未既婚
既婚

職業
法律・事務

同居家族
配偶者

２

22 歳

未婚

大学生、短大生、
大学院生

３

26 歳

未婚

航空・事務

４※

26 歳

未婚

大学・秘書

５

24 歳

未婚

音楽・声楽講師

父母（配偶者の父母
を含む）
兄弟・姉妹（配偶者
の兄弟・姉妹を含む）
同居家族はいない
（一人暮らし）
同居家族はいない
（一人暮らし）
同居家族はいない
（一人暮らし）

６

28 歳

未婚

人材・事務職

※

年齢

20 代女性の No.4 は、体調不良により当日急きょ欠席となった
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父母（配偶者の父母
を含む）
兄弟・姉妹（配偶者
の兄弟・姉妹を含む）

服薬状況
胃薬（脂っこいも
のを食べるとき）
ビタミン B,C（皮膚
科で処方）

なし
なし
抗生物質（風邪
かなと思ったとき
に病院で処方し
てもらう）
なし

(3) 30～49 歳 男性
第 3-3 表 対象者プロフィール（30～49 歳男性）
No.
１

年齢
47 歳

未既婚
未婚

２

49 歳

既婚

職業
自動車整備工
場・事務
商社・樹脂営業

３

34 歳

未婚

ホテル・事務

４

48 歳

既婚

５

45 歳

既婚

６

46 歳

未婚

会計事務所・専
門職
金融・審査や債
権管理
紙加工（製造
業）・事務

同居家族
同居家族はいない
（一人暮らし）
配偶者
20 歳未満の子ども
父母（配偶者の父母
を含む）
配偶者
20 歳未満の子ども
配偶者
20 歳未満の子ども
同居家族はいない
（一人暮らし）

服薬状況
なし
なし
なし
なし
なし
なし

(4) 30～49 歳 女性
第 3-4 表 対象者プロフィール（30～49 歳女性）
No.
１
２

45 歳
34 歳

年齢

未既婚
既婚
未婚

職業
教育・事務
金融・事務

３
４

44 歳
37 歳

既婚
既婚

金融・秘書
専業主婦

５

49 歳

既婚

専業主婦

６

49 歳

既婚

専業主婦

－ 6 －

同居家族
配偶者
同居家族はいない
（一人暮らし）
配偶者
配偶者
20 歳未満の子ども
配偶者
20 歳以上の子ども
配偶者
20 歳未満の子ども
20 歳以上の子ども

服薬状況
なし
なし
なし
なし
なし
なし

(5) 50～64 歳 男性
第 3-5 表 対象者プロフィール（50～64 歳男性）
No.
１

年齢
56 歳

未既婚
未婚

２

53 歳

既婚

３

55 歳

未婚

４

53 歳

既婚

５

52 歳

既婚

６

63 歳

既婚

職業
精密機器メーカー・
社内情報システム
産業用機械の製造
販売・営業企画
水産（製造業）・管
理職
建築業・塗装、防
水
総合ロジスティク
ス・営業（管理職）
電子機器製造・ 営
業

同居家族
同居家族はいない
（一人暮らし）
配偶者
20 歳未満の子ども
20 歳以上の子ども
同居家族はいない
（一人暮らし）
配偶者
20 歳未満の子ども
20 歳以上の子ども
配偶者
20 歳以上の子ども
配偶者
父母（配偶者の父母
を含む）

服薬状況
あり（血圧の薬）
あり（血圧、中性
脂肪の薬）
なし
なし

なし
なし

(6) 50～64 歳 女性
第 3-6 表 対象者プロフィール（50～64 歳女性）
No.
１

51 歳

年齢

未既婚
既婚

職業
自営業・自由業（フ
リーランス）

２

58 歳

既婚

パート・アルバイト

３

54 歳

既婚

専業主婦・主夫

４
５

56 歳
62 歳

既婚
既婚

専業主婦・主夫
専業主婦・主夫

６

52 歳

既婚

専業主婦・主夫

－ 7 －

同居家族
配偶者
20 歳未満の子ども
20 歳以上の子ども
配偶者
20 歳未満の子ども
20 歳以上の子ども
配偶者
20 歳未満の子ども
20 歳以上の子ども
配偶者
配偶者
配偶者
20 歳未満の子ども

服薬状況
あり（ 漢 方薬： 加
味逍遥散）
なし

あり（抗アレルギ
ー剤）
なし
あり（漢方薬：ヨク
イニン）
なし

(7) 65 歳以上 男性
第 3-7 表 対象者プロフィール（65 歳以上男性）
No.
１

年齢
68 歳

未既婚
既婚

２

67 歳

既婚

３

69 歳

既婚

職業
建設業・品質管
理点検
社会保険労務士
＆行政書士
公民館・受付

４
５

72 歳
70 歳

既婚
既婚

無職
無職

６

66 歳

既婚

専業主婦・主夫

同居家族
配偶者

服薬状況
あり（高血圧）

配偶者

あり（高血圧）

配偶者
20 歳以上の子ども
配偶者
配偶者
20 歳以上の子ども

あり（心臓）

配偶者
20 歳以上の子ども
父母（配偶者の父母
を含む）

あり（血圧、前立腺）
あり（痛風、糖尿病、
血圧、血液サラサ
ラ、胃薬）
あり（高血圧、高脂
血症、糖尿病、脳梗
塞の後の血液サラサ
ラ、胃薬）

(8) 65 歳以上 女性
第 3-8 表 対象者プロフィール（65 歳以上女性）
No.
１

66 歳

年齢

未既婚
既婚

職業
専業主婦

同居家族
配偶者

服薬状況
あり（高血圧、睡眠薬）

２
３

78 歳
70 歳

既婚
既婚

専業主婦
専業主婦

配偶者
配偶者

４
５

67 歳
68 歳

既婚
既婚

専業主婦
専業主婦

６

69 歳

既婚

専業主婦

配偶者
配偶者
20 歳以上の子ども
配偶者
20 歳以上の子ども

あり（コレステロール）
あり（糖尿病、高脂血
症、睡眠薬）
なし
あり（膝、腰、麻酔薬）

－ 8 －

なし

3.2 調査結果詳細
(1) 健康について取り組んでいること
どの性・年代においても、半数以上が日頃から運動を行っている。それ以外にも健康のためにサプリメ
ントを摂ったり、普段の食生活に気を遣ったりしている者が多い。
食生活については、どの性・年代においてもヨーグルトを挙げる声が多い。男性は、通常の食材である魚や
野菜、納豆を食べるように心掛けていると回答する者が多い。女性は、大豆製品やグリーンスムージー、チア
シード等が挙げられており、50 代以上の女性では、料理の際の油にもこだわっている声が聞かれたという点
が特徴的である。

第 3-9 表 健康について取り組んでいること
20 代









30～49 歳








50～64 歳





65 歳以上







男性
運動をしている（３人）
仕事が運動のようなもの
サプリメントを摂っている（マルチビタミ
ン２人、鉄分、■■）
玄米と雑穀米を食べている
食事に気を付けている（魚２人、野菜５
人、玄米・雑穀米、■■２人、牛乳２
人、ヨーグルト３人、納豆３人、卵）
太っていたときは、ミューズリーをずっ
と食べていた
■■を宅配で買い、飲んでいる
何もしていない（２人）
運動をしている（４人。うちウォーキン
グ３人）
サプリメントを摂っている（全員）
食事に気を付けている（よく摂るもの：
牛乳４人、ヨーグルト２人、納豆２人）
肉や魚をあまり食べないから、高野豆
腐を食べる
意識して運動している（４人。ウォーキ
ング、自転車など）
サプリメントを摂っている（全員）
食事に気を付けている（よく摂るもの：
納豆３人、野菜２人、魚２人）
服薬（２人）
運動をしている（全員。ウォーキング、
筋力トレーニングなど）
温浴をしている
サプリメントを摂っている（５人）
食事に気を付けている（全員。青汁、
豆乳、果物２人、野菜４人、魚２人、
卵、 納豆２ 人、 ヨー グ ルト４ 人、チ ー
ズ、肉２人、黒ごま、きなこ、黒酢、牛
乳２人、玉ねぎ、はちみつ）

























－ 9 －

女性
運動をしている（３人）
健康とダイエットのため、歩いたり登山
をしたりしている
サプリメントを摂っている（４人）
疲れやすく風邪をひきやすくなったの
で、ビタミンを摂るようにしている
脂っこいものを食べないようにしてい
る。毎朝グリーンスムージーを自分で
作る

運動をしている（５人）
毎日、体重、体脂肪、筋肉量をチェック
する
サプリメントを摂っている（５人）
食事に気を付けている（よく摂るもの：
ヨーグルト５人、チアシード３人、豆乳３
人）
運動をしている（４人。ジム２人、水中
ウォーキング、ヨガ）
サプリメントを摂っている（全員）
食事に気を付けている（ヨーグルト、大
豆製品の摂取。オリーブオイルやエゴ
マなど油にこだわる）
筋肉が落ちているのが気になるので、
なるべく歩くようにしている。忘れがち
だが、スクワットもしている
骨粗鬆症が一番怖いので、予防にな
るようなものを摂る。庭仕事、草取りを
したり、日光に当たるようにしている
サプリメントを摂っている（全員）
食事に気を付けている（ヨーグルト、大
豆製品、野菜の積極的な摂取。オリー
ブオイルやエゴマなど油にこだわる）
脳トレをやっている。朝から夜まで一
生懸命、ゲームみたいに

(2) トクホの利用状況
トクホに対するイメージ
いずれの性・年代においても、健康や体にいい等の効果があるとし、国が認めたもの、との意見が出さ
れた。それにより、安心感や信用できるとの声も６つのグループで聞かれた。
また、効果については、ある・ありそうとの声が７グループから聞かれた。しかし、本当に効果があるのか、
得体のしれないものや普通の食品よりは効果がありそう、すごく効き目があるわけではない等の声も聞か
れ、医薬品とは異なる効果であると認識されていることがうかがえる。なお、疾病の予防になるとする声は
50～64 歳男性で１人から聞かれた。
通常の食品に比べて、トクホは値段が高く、あまりおいしくないと感じている者もいる。
第 3-10 表 トクホに対するイメージ
20 代








30～49 歳







男性
厚生労働省が認可しているもの（３人）
信用性が高い（２人）
ほかの健康食品よりも健康的（２人）
本当に効果があるのか分からない（２
人）
いろいろな効果があるはず
食べて消化させる前に飲めば効果が
ある
あまりおいしくない
国に認められたもの。安心できる
許認可がある。太鼓判を押されている
体にいい、健康に効果がある
特定の商品ごとに効能のスポットがあ
ってそこに定めた商品
















50～64 歳






65 歳以上








国に認められているものなので、ひど
いものではない
疾病の予防になる
少し値段が高いが、普通のお茶よりは
体にいいイメージ
40 円、60 円上乗せすることによって自
分に良いことをしているんだと免罪符
がもらえる
国が認可しているもの
下手なサプリメントよりも効果が期待で
きそう
副作用もなく、変な処方もなく、健康を
維持できるものだろうという安心感が
ある
サプリメントよりも日常的になるから続
けられそう
大手のものだと安心できる















－ 10 －

女性
マークが付いていて、厚生労働省が認
可しているから、得体のしれないもの
ではなく、薬ほどは効かないが、日頃
の健康維持には効果がありそう
免疫力を上げたり、病気に強くなる
治すのではなく、予防的なもの
手軽に摂れる、ダイエットにも健康にも
いいもの
ある程度結果が出たものを国の機関
（消費者庁）が認めて出しているものな
ので、信用できる
国が認めてくれたものなので普通のも
のよりは効果がある
個別審査を受けていると聞いたことが
あるので効果があるイメージ
糖の吸収を抑える働きを期待して飲ん
でいる
ペットボトルの緑茶よりも■■等のほう
が脂肪を分解してくれたり、いい機能
が付いている
運動したりして汗をかいた後に飲まな
いと意味がない、脂肪が減らないイメ
ージが強い
実験で検証して効果があることを国が
認めたもの
健康によくて、特定のコレステロールを
下げるとか、すごい効き目があるわけ
ではないが、多少効果があるもの。特
定疾患の予防や治療効果はないが、
予防的なもの
漠然と健康にいいもの
身体に機能してくれるもの
厚生労働省からお墨付きを頂いたも
の
トクホマークがあるのが当たり前。トク
ホでないとよほど安いとか、なぜ付い
ていないのかと思う（２人）
安心感がある
オーガニックよりトクホのほうが安心
量があまり食べられなくなっているの
で、ちょっと食べるならば身体にいいも
のを食べたほうがよい
油やマヨネーズはトクホでないと不安。

男性



女性
カロリーやコレステロールが高いもの
だから。悪いかもしれないと思いなが
ら使わざるを得ないものは、なるべくト
クホで選ぶ
まずくない。意外とおいしい

現在のトクホの利用状況
ア. 対象者本人の利用状況
毎日利用するのは、トクホの中でも茶系飲料が多い。茶系飲料のブランドは、個人の好みもあるため、
多岐にわたる。飲み方も多様で、１日かけて飲む者もいれば、運動前後や食事のとき、脂っこい食事のと
きに一気に飲むとの声も聞かれた。
また、乳製品については、女性と 50 歳以上の男性では、毎日のようにヨーグルトを摂取している者が多
い。50 代以上の女性では、油はよくないものと考え、食用油をトクホにしている者が多かった。
第 3-11 表 対象者本人の利用状況：飲料
20 代







30～49 歳












50～64 歳






男性
■■を飲んでいる（２日に１本２人、飲
みたいときに２人）
ラーメンの後に■■や■■を飲んでい
る（３人）
■■を週１回の運動前に
■■や、その他トクホの炭酸飲料を飲
みたいときに（２人）
飲み会の後など喉が渇いたときにトク
ホの何かしらの飲料を飲む
毎日飲むのは■■。食事で脂っこいも
のを食べるときは■■か■■を飲ん
で、■■や■■系は夜。家ではウイス
キーや焼酎で割ることもある
■■と、■■と、■■。常にカバンに２
本くらい入れている。１日あたり結構飲
む
■■は週１回くらいの運動時に飲む
中性脂肪を減らすもののみ。■■と、
■■がメイン。■■や■■をたまに気
が向いたときに飲む。ランチ後に一気
に飲む
■■と■■のどちらかを必ず毎日。あ
とは■■、■■、■■、■■も水代わ
りに飲んだりする。通勤途中で買って
すぐ飲み干して、また昼にも買ったり
する
■■を週５としたら、２日間は■■か、
■■。１週間毎日同じだと飽きるので。
夕食時に毎日飲んでいる。たまに洋食
のときは■■を飲む
■■と■■を毎日 500ｍｌくらい飲んで
いる。普通にお茶を飲む感覚と食後の
脂肪感のため
■■、■■、■■、■■、■■。■■
は毎日仕事をしながら飲む
■■を月１くらい。■■、■■、■■を
それぞれ週１でお昼に飲んでいる。■
■は月に１回、夜焼き肉に行ったとき
に食べ終わった後に飲む

－ 11 －


















女性
■■は週に１、２回。■■のコーラは
ほぼ毎日
コーラや■■を週に１、２回。
■■、■■、■■が多く、週に１、２回
■■のレモンとコーラを週に１、２回

■■と、■■のトクホのと、■■と、た
まに■■。１日 500ml２本くらい飲む
■■、■■、■■。飲料はジムで飲む
こってりした食事のときに■■を飲む
■■と■■。昼と夜にコップ 1 杯くらい
飲む
■■は大体毎日１日１本飲む。■■は
食事中に飲む。脂肪の吸収を抑えるも
のは「食事をしながら飲まないと効果
がない」と薬剤師から言われた

■■の■■。■■。お茶系は、よく飲
んでいる
■■のスパークリング
■■などお茶。■■のスパークリング
や緑茶は、運動しながらがいいと聞い
たことがあるので、ジムに行くときは１
本持って行って飲んでいる
普段飲むお茶は、全部■■。外に出
たときにコンビニ等で、体脂肪を下げ







65 歳以上











男性
■■と■■をローテーションして毎日
飲む。■■、トクホの豆乳も。朝イチで
飲み始め、お昼になくなったらもう１本
買ったりして、少なくとも１日１リットル
は飲む。夏場は水分を１日５～６リット
ル摂るが、３分の１は■■かもしれな
い
脂っこいも のを食べる と き は必ず ■
■。朝昼は飲まず、肉料理が出てきた
ときは 500ml を全部食事しながら飲
む。散歩に行く前後に■■か、■■を
飲む。この２つは、土日のほうが飲む
量は多く、運動の前後に 500ml１本全
部飲む
■■と■■が週２～３回。なるべく朝
飲むようにしている。１日に 500ml１本
は飲まず、２分の１とか３分の１とか小
分けにして、延べでいくと週に２～３回
飲んだくらいの量を飲んでいる
■■を平均で週に３、４本。ウォーキン
グの後に飲む。■■（２人）、■■、■
■
■■を週に半分くらい。週に３本。１日
１本ではなく、半分か１／３ずつなど。
大きめのものを買い、冷蔵庫に入れ
て、コップ１杯飲む
■■を週に５本前後。１日に大体１
本。ウォーキング中や終わった後に飲
む
■■、■■、■■。■■は原則夜に飲
む。食べ過ぎた後に■■を飲むとスッ
キリとする。朝は■■。平均では４、５
日
お茶を１日に１本。夏場は２本飲む













女性
る■■
■■や■■
血圧が高めだから、■■など
少し血圧が高めなので、■■

■■、■■。■■の缶の。■■やトク
ホのコーラをお酒の代わりにして、アミ
ノ酸やコラーゲン等を混ぜて、毎晩飲
む。トレッキングのときに、■■やお茶
をリュックに入れて飲みながら歩く
■■の■■や■■、■■。普通のお
茶と同じように飲む。ほかに■■も飲
む
■■は毎日ではないが自宅でも飲む
し、出先でも買って飲むことがある。■
■はごくたまに
■■、■■、■■。ウォーキングなど
体を動かす際に飲む

第 3-12 表 対象者本人の利用状況：乳製品・食品
20 代





30～49 歳



男性
■■の■■ドリンクタイプヨーグルトを
毎日
■■を毎日（２人）
ヨーグルトは買っているがトクホを意識
してのことではない（２人）
■■は毎日夕食時に摂る











50～64 歳





昼にヨーグルトを食べる
■■ヨーグルトの■■は毎日食べて
いる
■ ■ を お や つ で 週 ２～ ３ 回、 ■ ■ を

－ 12 －




女性
■■（ヨーグルト）は週１回
■■は毎日。■■は週に１～３回
間食に■■

食べ物はコーンフレークの■■などを
朝食やお昼、おやつに食べる
ヨーグルト（■■、■■、■■など）は
毎朝。■■や■■は時々飲む。居酒
屋で■■を飲む
ヨーグルトは■■。豆乳でできた■■
というヨーグルト。週３日くらい朝に食
べる
■■や■■のヨーグルトは、毎日夜に
食べる
■■という豆乳。ヨーグルト系が多い。
■■のヨーグルト。■■、■■
ドリンクヨーグルトの■■や■■。あと
は豆乳



65 歳以上




男性
朝、週２回くらい食べる
■■を飲む。■■のヨーグルトを週４
～５日。■■は家にストックしている
■■、■■、■■や■■などのヨーグ
ルト類は、朝欠かさず食べる
■■の■■ヨーグルトを毎日朝に飲
む。■■や■■も
ヨーグルトは買い置きしていて、あれ
ば朝に１本。グラノーラも食べる










女性
オリゴ糖。■■。食用油で■■

マヨネーズ
マヨネーズ。■■
ヨーグルトの■■。マヨネーズは結構
使う
ヨーグルトは■■等。マヨネーズ
ヨーグルトは■■、■■等。マヨネーズ
もサラダ油もトクホのもの
■■とか。乳酸菌飲料の鉄分強化で、
トクホのマークが付いていたら、すぐ買
う。常時、飲み物は 20 種類くらいストッ
クしている

イ. 周囲・家族の利用状況
年代が上がるにつれて、家族がトクホを利用している割合が高くなる傾向にある。家族もトクホの利用に
肯定的な人が多く、子供にも飲ませたり、一緒にヨーグルトを食べたりしている人もいる。
また、会社の同僚等の周囲でトクホを利用している人と利用していない人にはっきり分かれており、トク
ホで効果があった人も効果がない人もいる。
第 3-13 表 周囲・家族の利用状況：基本情報

50～64 歳

男性
会社の同僚では２、３人いる。50 歳くら
いの男性と、30 半ばの女性
 周囲で飲んでいる人はあまりいない
（４人）
 家族は飲んでいない（４人）
 周囲で飲んでいる人はあまりいない
（３人）
 家族は飲んでいない（２人）
 妻は太ってから積極的に飲んでいる
があまり効果はな い。子 ど もは飲ま
ず、体に悪いものばかり飲んでいる
（言及なし）

65 歳以上

（言及なし）

20 代

30～49 歳



－ 13 －








女性
周りの人は全然摂らない。味が嫌いと
いう人もいる
妹がマニア

夫は健康に注意していないので飲ん
でいない。自分と趣味が違う

子供達に飲まれると嫌なので、子供に
は麦茶を飲ませる。食事のときは子供
も一緒なので、麦茶が多い
 職場では使っている人と使っていない
人が分かれる
（言及なし）

第 3-14 表 周囲・家族の利用状況：飲料
20 代



男性
父は■■・■■を飲んでおり、家族全
員■■を飲んでいる





30～49 歳



妻も■■や■■、■■、■■を飲む。
娘（小６）も家にあるものを何でも飲ん
でいる。自分に似て太りやすい体質に
なると困るから










50～64 歳

(言及なし)



65 歳以上





兄が■■を飲んでいる





女性
周りも気にしていて、そういうお茶を買
っているのを見て影響されたという面
もある
友達が「■■がよい」というから信じた
■■で痩せた人もいれば痩せない人
もいて、二極化している
父は■■をずっと飲んでいたが、週刊
誌のトクホの特集を読んで、飲むのを
やめた
職場で毎日■■を飲んでいる人がい
る。■■を飲む人も見かける
夫はほとんど外食だが、コンビニで■
■を買って帰る
夫はたまに駅から家までコーラ系の■
■を飲んで帰ってくる
家族全員、■■と■■を飲んでいる
主人には■■を飲ませている。本人も
気に入っているのと血圧が心配なの
で。毎日、お弁当のときに飲むように
持たせている
娘たちは■■か■■のトクホを飲んで
いる
子供には飲ませない。自分と主人が
主に飲む
■■の■■は高いから息子用。自分
はもったいないから違うものを飲む
息子達が食事のときにお茶を飲まな
いので、ミネラルウォーターか、■■。
いつも２リットルか 1.5 リットルが冷蔵
庫に入っている
主人が寝室に■■を置いて飲んでい
る

第 3-15 表 周囲・家族の利用状況：乳製品・食品
20 代

30～49 歳
50～64 歳

65 歳以上

男性
ヨーグルトや■■は、みんな食べたり
飲んだりしているイメージ（２人）
 ヨーグルトは買っているがトクホを意識
してのことではない（２人）
（言及なし）
 ■■は、孫も飲むので大量に買って、
孫が飽きたら自分も飲まなくなった
 ■■は、僕は便秘になったこともない
けど、妻とかに食べさせているので妻
も習慣づいている
（言及なし）


－ 14 －

女性
（言及なし）

 ヨーグルトは朝、夫と一緒に食べる
（言及なし）

（言及なし）

トクホを利用し始めたきっかけ
いずれの性・年代においても、20～49 歳では体重の増加をきっかけにダイエット目的でトクホを利用し
始めている者が多く、特に男性で多く挙げられている。体重増加以外にも、体調や健康維持を意識して
利用し始めたとする声が多く聞かれた。
一方、テレビ CM や広告等をきっかけに挙げる声も多く、国の許可がある点も後押しとなっている。
第 3-16 表 トクホを利用し始めたきっかけ
20 代








30～49 歳









50～64 歳











男性
ダイエット目的で（２人）
小学校のときに、親が朝食で出してく
れたのがきっかけ
大学生になって運動量が減り、健康に
気を遣うようになってから
お酒を飲む機会が増えたので、健康を
意識してとりあえず飲んでおこうと思っ
たのがきっかけ
この２、３年で商品のバリエーションが
増え、味も良くなってきている気がする
ので、買う頻度が増えた
■■は脂肪が燃えるというので初めて
意識した
体重が急に増えたので。運動するのも
面倒臭いから
体重の増加があったので食卓で抑え
てくれるということで買った
健康診断で中性脂肪を指摘され、当
時はトクホとかはなかったが、食事に
気を付けたり運動をしている中で、10
年くらい前に出会ったのが■■
80 ㎏から 100 ㎏まで増えて、体が壊れ
そうになって、周りで何を飲んでいるか
見ると健康何とかというのを飲んでい
たので、飲み始めた
太ったので何とか痩せようということ
で、脂肪分解系の■■がよいと思った
痩せはしないが飲んでいると太らない
のではないかと。飲むだけでよいし、
味もおいしかった。運動するのは辛い
ので、楽して痩せたいと思っているとき
に商品が出てきたので飲むようになっ
た
■■だけだったら有り難いと思わず買
わなかったかもしれない。トクホのマー
クが付いていることで、国のお墨付き
があるように感じたからこれは効くんだ
ろうと思い、飲み始めた
国の認定みたいなものを受けてメーカ
ー独自の流れじゃなくなったところで商
品が出た頃から気になり、どうせ選ぶ
ならばそちらを選ぼうかと思った
テレビなどの情報。初めに■■が出て
きたとき、カテキンの量や効能を見る
と、何となくいいのではないかと試して
飲んだりした
トクホを摂れば補助食品としてバラン
スが取れそうに感じたから。プラスア

－ 15 －





















女性
25 歳を過ぎて、風邪を引きやすくなっ
たり、肌の調子もなかなか治らなくなっ
た
友達がコンビニで買っていたのを見た
のがきっかけ
ＣＭの影響が大きい。これを飲むと■
■みたいになれると、■■に手を伸ば
す
乳酸飲料が風邪やインフルエンザに
効くと聞いた
ダイエット目的で、食事と一緒に手軽
に摂れるから飲料を選んだ
ヨーグルトはずっと習慣的に食べてい
る（３人）
マークが付いているのを意識して買う
ようになったのは２～３年前から。飲み
物はトクホというマークに惹かれて買
っている。シリアルはトクホを意識する
ずっと前から食べていた
お茶は痩せたいという気持ちでトクホ
を選んで買っている
お茶は、飲み過ぎたり食べ過ぎたりし
たときにトクホを選ぶ
トクホのお茶は自分では作れないから
意識的に買う

多分無意識に使っていた
■■のネット広告を見てから。普通の
烏龍茶よりもっと強力に油を排出してく
れるんだと思って、すぐネットで買った
■■が実家で使 われて い た から（ ２
人）
たまたま。買ってみたらトクホだった
り、お歳暮に頂いたのがトクホだった
り、自分から取りに行った感じではな
い（２人）



65 歳以上














男性
ルファみたいな位置付け、補助的にそ
れなりの目的で使う分にはいいと思う
が、過剰な期待はしないほうがよいと
思う
薬以外の部分で効果を発揮してくれ
る、国から人におけるエビデンスも出
ているものということで、そこに信頼性
もある。インパクトの大きい CM で視覚
に訴えられると効果があるのかなと思
ってしまう
たまたまコンビニで手に取ったのにトク
ホと書かれていた。トクホの文字のイメ
ージもよかった。トクホの文字が特別
なイメージがあったので、それだけの
理由で手に取って買った
テレビ CM。血圧もある程度抑えるとい
うのがずっと頭にあって。たまたま普
通のお茶と■■があって、高いと思い
ながらも、せっかくなので買ってみよう
かというのがきっかけ
■■と■■は新聞がきっかけ。朝刊の
一面の天気予報の下に■■か■■の
広告があるのを毎日見ていて気になっ
た
新製品のサンプリングで、通行人に女
性が無料で配っていた。テレビの CM
で、派手な宣伝で、体に効果があると
聞いて、一度サンプリングで味が分か
っているから試そうと思った
兄から、■■も飲み過ぎによいからと
薦められたのがきっかけ
一時、いろいろな会社がトクホを出し
て、大々的に宣伝をしていた。それを
見て試してみようと思い始めた
東京メトロの散歩ウォーキングで■■
をもらったことがきっかけ

－ 16 －

女性









最初に■■が出したサラダ油。証明さ
れたというマークが付くという説明が
CM であり、だったらそちらのほうがよ
いかなと思った
■■。テレビでよくやっていたから
■■。厚生労働省が認可したというこ
とに惹かれた
サラダ油。あとマヨネーズ
■■。脂肪の吸収を抑えるというテレ
ビ CM を見て
15 年か 20 年前に■■を飲んでいたと
思う

トクホの購入方法
トクホを購入する方法としては、有職者や若年層では、コンビニやスーパー、ドラッグストアで都度
500ml のペットボトルを買う者も多い。家で利用する者は宅配・通販等でまとめ買いもしている。
第 3-17 表 トクホの購入方法
20 代
30～49 歳









50～64 歳






65 歳以上



男性
自動販売機で買う（２人）
宅配で定期購入している
飲むたびに１本ずつ買う（３人）
家で飲むときはケース買いだが、
500ml のはコンビニなどで買う
家で買うものは休みの日にディスカウ
ントしているようなものをまとめ買いし
ているが、平日会社のある日はコンビ
ニや薬局で１本ずつ買っている
週２～３回スーパーに行くのでそのと
きに３～４本ずつまとめて買う
購入サイズは、500ml（５人）、２リットル
のも買う（１人）
自動販売機で買う
会社での■■販売
コンビニで買う（２人）
ドラッグストアでまとめ買い

■■と■■は、そのときに安売りして
いるお茶をまとめて買って。何がどう
効くかがよく分からないから安いときに
買って順繰りにいろいろと飲んでいる

－ 17 －













女性
自分で買う（全員）
コンビニかスーパーで買う（全員）
いろんなトクホの飲み物を LOHACO で
３ケースくらい買う

■■はペットボトルを箱買い
いつも大きいので買う。■■は１リット
ル。家に１日いると喉が乾くので、ちょ
こちょこついでは飲む感じ。仕事で外
に出たときは、コンビニで 500ml を買っ
て、それを持って歩いてちょこちょこ飲
む。水代わり
お茶はペットボトルの 500 ml を箱買い
息子が検索して、■■の■■がいいと
いうので１ケースずつ通販で頼んで買
っている
大体、ケースで買う

利用をやめたトクホについて
トクホの利用をやめる理由としては、効果を感じなくなったという者は 65 歳以上の男女で１人ずついた
が、それ以外の多くは、味に飽きたり、価格が高くて続けられなかったり、新商品が出たので同じジャンル
の新しい商品に変更したりしたことで、それまで利用していたトクホをやめている。
第 3-18 表 利用をやめたトクホについて
20 代







30～49 歳







50～64 歳




65 歳以上



男性
■■。体重が減り、もう飲まなくていい
かなと思った
■■。トクホを飲んでいるという感覚が
すごくて続けていけない。苦い
■■。おいしくなかったので続けられ
なかった
■■や炭酸飲料。普通の■■のほう
がおいしい
そもそも続けようと思って飲んだことは
ない（２人）
■■メインで買っていたが■■が出て
から■■のほうが増えた
種類が増えるので割合的には減る。
昔から飲んでいるものは飽きる
■■と■■は値段がある程度するの
で、コスパを考えると、■■のほうがよ
い。あとどこでも使えるというのがよい
■■から入り、■■に行って、■■が
出て、■■の分解に惹かれて■■に
行った。嫌でやめたわけではなく、より
いいものをということで。たまに■■と
■■も飲むがそこは気分転換
■■、■■（２人）、■■（２人）。価格
が高い
何個あるか分からないくらいある。味
に飽きた

効果がないからやめたことがある。い
ろいろと調べたり、医者と話をすると、
血圧は薬でないと効かない。なので薬
でちゃんと抑え、気分的にお茶を飲ん
だりしている。その程度






















－ 18 －

女性
■■。苦過ぎる
■■。量が少ないから足りない
■■と■■は量が少なくて高い。■■
は、コーラと思えない味
■■は好きだが、毎日買うには高い
■■は効果目的で買っていたが、味
のおいしい■■に替えた

炭酸好きだから■■を飲んだが、コー
ラ味が好きではなかった
コーヒーが大好きだから■■を試した
がまずかった
■■の緑茶は苦くて飲むのをやめた

あまりに高くて続かないのはあった。１
ヶ月１万円近いものだと続けるのは無
理
やめたというより、なくなったのはある
■■。味が好きではなく、続かなかっ
た
やめたというか、常に新しいのが出て
くるから
やめたわけではないが、少なくなった
のは■■。これを飲んで痩せたという
声があって、結構飲んでいたが、効果
もない。その後、■■になった。たまに
■■も買う
■■さんが宣伝しているのは苦いので
避けている。効き目はあるかもしれな
いけど、ちょっと苦い。あと■■も苦か
った。どんどん飲みやすい、口当たり
のよいものが出てきたので、自然と移
行した
すっかりやめるということはない

(3) トクホに係る情報について
購入・利用時に参照する情報
どの性・年代においても、テレビ CM を参照して購入している人がおおむね半分以上いた。特にテレビ、
CM の特徴的なフレーズやグラフ等が記憶に残って、購入に至る場合が多い。
それ以外にも、65 歳以上男性では新聞記事や新聞広告、30～49 歳ではインターネットのニュースやメ
ールマガジン、会社の同僚・上司からの口コミ等も参考にしている。
第 3-19 表 購入・利用時に参照する情報
20 代









30～49 歳

50～64 歳













65 歳以上











男性
電車の中のポスタ ーやキ ャッチ コピ
ー。脂肪の吸収を抑える、消費しやす
くする、体脂肪を分解しやすくするとい
う言葉につられる（２人）
電車の中の交通広告。トクホを飲み続
けた場合と、普通のお茶を飲み続けた
場合の数値変化がグラフで表示され
ていたりすると、へーっと思う
■■だと、取り込んだ脂肪をコーティン
グして体外に排出するなど、具体的な
メカニズムが書いてあるのがよい
CM。それ自体に共感できなくても、名
前は印象に残る
ヨーグルトが体に良いというのは広告
ではなくて、授業で習う
テレビ CM（３人）
インターネットの広告やニュース（３人）
会社の同僚や上司の口コミ（２人）
パッケージの文章で、「脂肪を分解」
「燃焼」「吸収を抑える」などが印象に
残る（文言に影響されて購入している
という人が多数）
テレビ CM（４人）
CM に表示されたグラフを見ると、購買
意欲がものすごく上がる。それだけを
飲めばいけるのかなと錯覚した。数値
を示されると弱い
CM に表示されるグラフの数字の出所
や、どういう人を対象にしたかを科学
的に考えず、CM を見て安心していた
CM
■■の営業。身近な媒体や人から聞く
と、信ぴょう性を感じる
テレビ CM（３人）
テレビ。医者が、■■は、かなりのイン
フルエンザ予防の効果があると言って
いた。医者が勧めるので間違いはな
いだろうという信頼感があり、それで実
際に買った
新聞広告。新聞の一面の小さなところ
に真っ赤で掲載されており、目立って
いた
新聞の記事。メーカー主催の健康座
談会が月に２、３回掲載される。良いこ
とを書いていて、大事なことが書かれ
ていると、のってしまう
ヨーグルト工場の見学
口コミで勧められることはない

－ 19 －





















女性
ファッション雑誌の特集で、自分が摂っ
た糖分や脂を流すというイメージ画や
言葉が書かれていると、見てしまう
テレビのバラエティ番組の特集で誰が
何を使っているかというのは気になる
テレビ CM を見て、トクホの飲料は脂肪
の吸収を抑えるというフレーズが印象
に残っている
Twitter
最初はパッケージなどの文章を見たか
もしれないが、今は無意識に色や形で
選ぶ
■■の■■がピロリ菌を食べていく写
真や動画
店頭でまず目に入るのは、マーク
メーカーのメールマガジンから新商品
の情報を得る
テレビ CM（４人）

テレビ CM。CM に出ている人が好きだ
からその商品を買っている
CM などで具体的に血圧によいと書い
てあるから。ほかに血圧によいと書い
てあるのは、あまりないので

グラフがあると本当かなと思う
■■はインフルエンザに効くというの
で、スーパーですぐ買った
菌の絵を見せられてもどうということは
ない。新しい菌ですと言われてもピンと
こない。何億個と数を言われても、自
分が食べているものにはどれくらいあ
るのか分からないから無意味だと思う

CM 登場人物の認知・影響
女性は、同年代の人や同じ悩みを持っている人が CM に出てくると効果を期待するが、20 代女性の意
見で出されたように、決して CM に出てくる人（■■等）のようになれるとは思っていない。
男性は、64 歳以下では、CM の登場人物は購入に影響を与えることはないが、65 歳以上では、有名人
が出ていると肯定的に捉えて購入しようと思うという意見も出された。
第 3-20 表 CM 登場人物の認知・影響
20 代








30～49 歳







50～64 歳






男性
■■、■■（２人）、■■、■■
CM に出ている人によって商品を買い
たくなったり、その有名人のようになり
たいと思うことはあまりない
■■はいきすぎ。親近感が湧かない
スラッとした若い人が飲んでいても、説
得力はあまりない（２人）
50 代の人が飲んでいて、 そ の人が
若々しければ、自分も将来そうなれる
かなと惹かれる
■■で脂肪が燃えるようなところとか、
■■で分解されていくような、ゲーム
みたいなもの
■■がゲームをしているのや、■■の
音楽。■■はあまり印象がない
■■は「■■」と歌うのが耳に残ってい
る。シーンは覚えていない
■■が出てきて「脂肪が■■」というの
が印象的
（CM の登場人物が購入に影響を与え
るということは）ない（多数）
CM に登場する人物が購入に影響する
ことはあんまりない
■■の CM をやっている人は、身体の
ことで困っているだろうな、という年代
の人だから、説得力はある
CM に登場する人物の痩せた姿を見て
自分もなれたらいいなという願望につ
ながった
















65 歳以上








テレビ CM の影響は大きい。■■さん
など有名人が出ていると、効果がある
のかなと思ってしまう
■■と■■。あれを見ると新しいのが
出たんだなと、買いたくなる
非常に有名な芸能人が出ると、商品
名は覚えていなくて、ある CM にそのき
れいな女優が出ていた、としか頭には
残らない
CM に登場しているタレントによって、
商品を買いたくなることはない

－ 20 －






女性
■■になれないのは分かっているが、
■■になりたいから、■■が飲んでい
ると買うモチベーションになる
ＣＭの登場人物は全然思い出せない

トクホではないが、例えば■■くんが
■■の CM に出ていたら買ってみよう
かと思う
■■みたいに自分もなれるというか、
彼女が飲んでると脂や糖を流してくれ
るんだと、効果に期待する。いいなぁと
いう視点
最近■■の「■■」が目に留まるが、
■■さんのバージョンもあった。■■さ
んはスキニー過ぎるのでそうなりたい
とは思わない
同年代だったり、同じような悩みを持っ
ていそうな、なじみやすい人が CM に
出ていたら惹かれる。全然違う年代の
人にいくらこんなふうにいいよと言わ
れても、説得力がない
■■が最初に発売されて、コマーシャ
ルで脂肪が付きにくいとかで、油イコ
ール悪いイメージだったがすごいのが
出たなと思った
たくさん CM をやっているものしか目や
耳から入ってこない
名前が出てこない（２人）
■■の外国人のスタイルのいい人が
歩いていって、あれはいいと思う。いい
印象になった
■■さんがやっても自分とは違うとい
う意識があるから。爽やかさは感じる
けど、あの人が良くても、私に良いわ
けがないと思っている

自分で調べた情報
メーカーのホームページで効果や作用機序を調べたり、様々なキーワードで検索して自分なりに納得
できる情報を入手している者が多い。一方、65 歳以上女性では５人が自分で調べたことはないとしている。
第 3-21 表 自分で調べた情報
20 代





男性
洗剤か何かで知らないようなものがい
っぱい入っていたので、何かなと思っ
て調べた
■■について、メーカーのホームペー
ジで調べたことはある。脂肪を排出す
る作用機序を知りたかったから







30～49 歳






50～64 歳








65 歳以上



自分で調べたことがある（４人）
どう いう 効果 がある の かを 知る た め
に、ネットで公式サイトなどを検索して
見た（３人）
メ ー カ ー の メ ー ル マ ガ ジ ン 、 LINE 、
Twitter が全部つながっていて、そこか
ら新しい情報を得る

自分で調べたことがある（２人）
自分が買っている商品の宣伝が出た
ときに、「トクホ」とあったから、これは
何の効果があるのかなと調べたりした
トクホが出るまでは日本に基準らしい
基準がなかった。日本にそういうもの
がなかったので、出てきたときに、トク
ホとは何かを調べた。機能性表示食
品だったか、そういうものも調べてみた
テレビの特集を食い入るように見たこ
とはあるが、自分で能動的に調べたこ
とはない
PC やスマホを使って自分で調べたこと
はある。毎日何か検索している。トクホ
がどんなものか、どんな種類があるの
か、それぞれどんな特性や効果があ
るのか、メーカーは何があって、それ
ぞれのメーカーには何があるのか、と
いう調べ方をしている。楽天か Amazon
か Yahoo!ショッピングのどれかの画面
で「トクホ、■■」などと検索する

－ 21 －














女性
「ランキング」「みんなが飲んでいる」
「検証をした」などのキーワードで検
索。また、書店で立ち読みする。書籍
になっていると真実味が増す
「トクホ お茶」で検索。情報が確かな
公式サイトを見るが、友達が買ってい
るものしか買わない
公式サイトで原理や効果、製造過程を
調べる。Twitter でみんながどう思って
いるかも調べる
ラベルを見たり、口コミは買うときに必
ず見る
「トクホ 効果」というキーワードで検索
し、飲み比べたり効果を研究している
人のサイトを見て、自分が飲んでいる
ものを確認する
「健康保健食品」で検索してランキング
を見たが、上位だから買うというわけ
ではない
どういう機能があるか、どういう成分と
か、どういうふうに効くのか、を調べた
■■ヨーグルトについての評判、何が
いいのかを調べた。あとはどれが安い
か（値段）も調べた
効き目などを比較したサイトを見る

調べたことはない（５人）
最初の頃は、検索した。１回読んだら
納 得 し た 。 商 品 名 を入 れて 、 特 長 と
か、厚生労働省の一覧とかを調べた

上手く調べられなかった情報
トクホの効果や効果的な飲み方、副作用について上手く調べられなかった経験がある者がいた。また、
トクホの許可に至るまでの基準や流れを知りたいが上手く見つけられなかった者もいた。
第 3-22 表 上手く調べられなかった情報
20 代



男性
わざわざ調べるかというとそんな気持
ちにはなりにくい（２人）




30～49 歳



（言及なし）


50～64 歳





65 歳以上







どうやったらトクホと認定されるか、製
造者が持って行ったら国なり公的機関
がバックチェックはするにしても、どの
程度効果があれば認定してくれるか分
からないので気になる
効果を知りたいがために、例えば■■
がどのくらい吸収を、パーセントでいう
とどれくらい、量でいうとどのくらい、持
続時間でいうとどれくらい、という情報
を知りたい気持ちはある
トクホを１年飲んだ経験がある人のコ
メントを調べて読みたいが、まだ探して
いない。本当に効くのか分からないの
で、証明できる話があると聞きたい
どこのメーカーも同じようなうたい文
句。「脂肪を吸収して血糖値を下げる」
など。もっと具体的なものが欲しい。魚
よりは肉、肉の後はこれがいい、その
理由はこれだよ、と。そういうものがあ
ると買いやすい
副作用について。こういう人は飲む前
にお医者さんに要相談と書いている
が、相談をしなくても、これは食べ合わ
せが悪いから控えるように、といった
情報が欲しい。マイナス面も書いてほ
しい

－ 22 －





女性
普通のお茶とトクホのお茶を同じよう
に摂ってみるとどう違うか、という実験
結果があると信ぴょう性が増す
認可基準はどういう過程を経て審査さ
れているかを知りたい
トクホは消費者庁のお墨付きというの
は分かっているが、機能性表示食品
のほうはどうなんだろうと思うときがあ
る
茶葉の産地や有機栽培かどうかを調
べたいが、情報が載っていない
■■やトクホの商品はいつ、どういう
飲み方をするのが効果的か分からな
い。飲めばいいのは分かるが、朝飲む
のがいいのか、昼、夜がいいのか
一番効果的な飲み方が分かりやすい
ものがよい

（言及なし）

(4) トクホの安全性について
トクホの利用に当たって知りたい情報
トクホの利用に当たって知りたい情報は性・年代によって異なる。20 代では、摂取限度量やサプリメント
や医薬品との飲み合わせ、副作用について知りたいとの声が聞かれた。安全性については、30～49 歳
男性でも挙がっていたが、多量でなければ子供に飲ませても問題ないと思う趣旨の発言もしている。30～
49 歳女性では、飲むタイミングも含め、主に効果について知りたいとの声が多く聞かれた。一方、20 代男
性と 65 歳以上男性では、医薬品との併用等、安全性に不安はないとの声が複数聞かれた。
第 3-23 表 トクホの利用に当たって知りたい情報
20 代




30～49 歳

50～64 歳
65 歳以上

男性
血圧が下がると聞いたので、血圧を下
げる薬と併用して飲むのは危ないかな
と思った
不安はない（２人）




効果を知りたい（多数）
■■だと「脂肪を燃やす」、■■だと
「脂肪を分解する」。どういう違いがあ
るのか
 副作用。■■のある成分に発がん性
が疑われ、使われていない国があるら
しい。子どもに飲ませてよいんだろうか
と気になる。でも、いっぱい飲まなけれ
ばよいのではないかとは思っている
（言及なし）
 ピロリ菌治療のとき、■■を飲めと言
われたのは初めて。医者から特定の１
つの会社のものを薬と併用して飲むよ
うに言われたのは初めてだった
 医者に■■を飲んでいると言っても、
薬をやめようとは言わない。私は薬プ
ラス、トクホには別に抵抗は全くない
 不安はある。血液をサラサラにする薬
と、EPA や DHA を飲んでいるけど、本
当は薬の量だけで足りているのに、余
計なものにお金を払ってする必要があ
るのかどうか。でも薬だけでは不安。
自然の口に入るものからやったほうが
よいと思うので、なるべく薬ではないほ
うがよいかなというのが本心。■■プ
ラス薬ということに対して不安はない

－ 23 －







女性
限度量はどれくらいなのか。サプリメン
トや薬との組み合わせはどうなのか
良いことしか書いていないが、副作用
とまではいかなくても、悪影響はない
のか
茶葉の産地を知りたい
どのタイミングで飲むべきなのか書い
てほしい

（言及なし）
（言及なし）

(5) トクホの有効性について
トクホの効果への期待
トクホの効果として、「脂肪の吸収を抑える」「糖の吸収を抑える」「脂肪の燃焼を助ける」といったキャッ
チコピーの内容のような効果が少しはあるのではないかと期待しているが、どの性・年代も医薬品のような
効果があるとは捉えていない。通常の食品よりはプラスアルファがあるのではといった期待感、摂らないよ
りはよい、といった声が聞かれた。ただし、20～49 歳では、食べ過ぎたとき、こってりした食事をしたときに
強い期待を持っていることがうかがえる。
第 3-24 表 トクホの効果への期待
20 代



男性
脂肪の吸収を抑えられる（３人）











30～49 歳











50～64 歳









効能・効果の違いを意識して使い分け
ていない（４人）
■■は油に強いイメージなので焼肉を
食べたときは■■で、■■だと脂肪と
糖に効くのでパスタ系、お寿司など糖
が多そうなときに飲む
■■が多いが、ピザ等こってりした食
事のときに積極的に飲む
■■は「脂肪の燃焼を助ける」と書い
てあったので、食事時に飲んでも脂肪
が燃焼されないイメージがあり、運動
したときに代謝で燃焼を助けてくれる
イメージで飲んでいる
■■は「食べ物の脂肪の吸収を抑え
る」ことに目を付けて、食べ終わった直
後がよいと思って摂っている
とにかくご飯を食べるときに飲めば一
緒に摂れるので、食べた分を分解して
くれるだろうというイメージ
■■は本当に血圧のため
■■と■■系は、付いている脂がとれ
るのかなぐらいに思っている
お茶だとカテキンに抗酸化作用がある
と 言われている ので、血圧 にもいい
し、抗酸化作用ならば活性酸素が増え
ないよう効果があるとよいなと思う
■■を飲むときは、一緒に食べたもの
が吸収されるときに、脂肪は吸収され
ないということに期待している（２人）
■■は免疫力を高める

－ 24 －













女性
期待感はある（全員）
食べ過ぎたときにどうにかしてほしいと
思って、本当は普通のコーラが飲みた
いがトクホのコーラを飲む
なるべくトクホを買うようにしているが
効果を求めておらず、気休め。普通の
ものよりは悪くならないだろうと思って
選ぶ
トクホにどういう効果があるかは分か
らない。気休めに近いが、体脂肪をた
めないと意識して飲むと効くと思ってい
る
飲んでいないよリも飲んでいるほうが
体調がよいから飲んでいる
効果があると信じている。脂っこいもの
を摂るときに、流してくれる、吸収を抑
えてくれるという目的で買っている
糖の吸収を抑える
これを飲めば大丈夫だと自分に言い
聞かせられる。安心感
脂肪が付くのを抑えてくれる
飲み物でいえば脂肪の吸収を抑える
ことを意識して買っている
脂肪が付きにくいから、自分の身体を
維持してもらえるイメージ
劇的に痩せるということは期待してい
ないが、飲み続けていけば、血液検査
に効果が出てきたので、いいものだな
と思って飲んでいる

痩せたいから飲む
身体のここが気になる、これをどうに
かしたい、してくれそうなラベル、うたい
文句を見て
脂肪燃焼と いう 言葉に惹かれる （ 多
数）





65 歳以上










男性
プロテインを飲むときに豆乳で割って
いたので、豆乳にはたんぱく質が摂れ
るということを期待している
■■は整腸作用、胃腸や体にいい。
朝簡単に食べられるのもいい
■■はおいしいから食べている
ピロリ菌除去のために■■を飲んでい
る
血圧を下げる効果
脂肪の吸収、中性脂肪、コレステロー
ルを抑える
ヨーグルトはカルシウムのため。■■
は免疫力を上げるため
ヨーグルトは免疫力強化。胃の調子が
悪いと■■を飲む。これから年がいく
と免疫力が落ちたり風邪を引いたりす
るので、それを飲んだらいいのではな
いかと思う
気持ちの問題でトクホを飲んでいるだ
けで、正直、効果は気にしていない。
何もないお茶よりはトクホのお茶のほ
うが、薬プラスアルファの部分で、何か
効果があるのではないかという期待感
で

女性










どっちみち飲むならば、ちょっとでも身
体にいいものを飲む。大して変わらな
いが、もしかしたらと思って、少しでも
いいかなと思って
脂肪の吸収や燃焼に期待する（２人）
健康診断の結果で数値に表れている
から、少しでも気持ちだけでも努力しな
くではいけないと思う
■■と減っていくのかと思う
商品特長がきちんと■■みたいに書
いてあるほうがよい。分かりやすい
飲まないと、もっと悪くなるかなと思う

効果の実感
トクホについては、摂らないよりは摂ったほうがよいと思っているが、効果を実感している者はほとんどい
なかった。摂っていることで安心感があり、現状を維持できれば問題ないと考えている声が多く聞かれた。
トクホを摂ることで大丈夫だろうと考え、ほかの食生活を変えていないとの意見が 50～64 歳男性で１人
から出された。
第 3-25 表 効果の実感
20 代





男性
■■や■■は、下痢や二日酔いのと
きに飲むと、ちょっと調子が良くなる気
がする
そこまで分からない









30～49 歳







食べた量、運動量に比べて、体重が
増えないとか、減るとか感じる
食べるけれど、そんな肥えない。体重
を維持できている
■■を飲んでいるときと飲んでないと
きの運動量は同じだが体重の減りが
違ったので効いてるように思える
明確に効いている印象はない。中性

－ 25 －







女性
あまり実感できていない。代わりにな
るもっといいものが新しく出たら乗り換
える
実感はないが、飲んでいないよりは将
来に効果が出るかなと思う
実感はない。気休めとご褒美。効果が
出るということに関しては、あまり期待
していない
やめた時期と比較すると調子がいい
から、効果があると思っている
実感があるとは言い切れないが、一応
効果はあるんだろうなと思って続けて
いる
感じない
もともと悪い数値というものがない
気の持ちようかなと思う
信じることが大事だと思って飲んでい
る
中性脂肪が下がった




50～64 歳













65 歳以上





男性
脂肪の低下が目的だが運動をしたり
一般の食事にも気を付けているので、
トクホで効いた実感はないものの効い
ているだろうなとは思う
食生活はそんなに変わってないのに、
中性脂肪が下がった
少し痩せたかなという感じ。運動しない
で５㎏くらい痩せたので飲み続けても
っと痩せなきゃと思う
脂肪が付かない感じはあるが、並行し
て炭水化物を抑えるようにしているの
で、どっちで効いているのか、実感的
なものはない
いろいろなものを飲んでいるので、ど
れがどう効いているか分からない。ど
うせならば体にいいトクホを飲もうと思
ってやっている
気持ちは効いてくれるといいなと。あま
りおいしくないから、効いてくれないと
困るなと暗示をかける。体感はほとん
どない
飲まないよりは飲んだほうが、少しは
健康寿命が延びるんじゃないかという
期待のほうが大きい
あまり感じていない。多分効いている
だろうと思う。水分を摂るとお腹が一時
的に膨れるので、カロリーがセーブさ
れているという部分で副次的な効果が
あるのかなと思う
効いているかと言われると 分からな
い。それを飲んでいるから大丈夫だろ
うと思って、ほかの食生活を変えてい
ない
ピロリ菌を完璧に除去できたが、薬と
併用していたので、■■の効果だった
のかどうかは分からない
■■は胃に効いた

女性











－ 26 －

■■ドリンクを飲んでからインフルエン
ザにかからない（３人）
飲むものを全部■■にしてみた。水と
か一切やめて。体脂肪は減らなかった

いろいろやっているから、どれが効い
ているか分からない
これで抑えられているんだなと思って
いる。下がったというのではなくて、こ
れだ けいろいろ食べて、今これなの
は、飲んでいるせいかなと思う
実感はある。■■もずっと飲んでいた
ら、そんなに太らない
■■は効いていると思う
ヨーグルトを食べても、体が慣れてく
る。トクホは書いていないよりもよいか
なという感じで買っている。ヨーグルト
でも付いてないのがあるが、トクホが
付いているのは、ある程度大きな会社
だから買う

(6) トクホの表示について
マーク、許可表示、義務表示の認知
トクホのマークについては、どの性・年代でも全員が知っていた。
許可表示については、20 代男性と 65 歳以上男性では見ていない者もいた。65 歳以上男性は、許可
表示は字が小さく整腸や脂肪に関する大きく書かれた表示は見るとしている。
義務表示については、65 歳以上男性のみ全員が知らなかった。
第 3-26 表 マーク、許可表示、義務表示の認知
20 代





30～49 歳





50～64 歳






65 歳以上









男性
マークを知っている（全員）
許可表示を見たことがある（１人）、見
たかもしれない（２人）、見ていない（２
人）
（義務表示については）知っていた（４
人）
マークを知っている（全員）
許可表示を見たことがある（全員）
義務表示を知っている、気付いていた
（全員）
マークを知っている（全員）
許可表示を見たことがある（全員）
義務表示を知っている（全員）
義務表示を知っているが、まじまじと
読んだことはない。具体的には知らな
い
マークを知っている（全員）
しっかりと見ている。ボトルの一番上の
ほうに書いてある
許可表示が目には入っている（２人）
許可表示については、字が小さいの
で、なかなか読めない。トクホとか、許
可表示の整腸とか脂肪の関係がよく
分かるのは、文字が大きいので目に
入る。細かい数値などはそこまでは見
ていない
義務表示について知らない（全員）
義務表示を気にして選んだことはあま
りない

－ 27 －








女性
マーク、許可表示、義務表示、摂取目
安量・摂取方法を知っていた（全員）
摂取目安量・摂取方法の表示は知っ
ていたが覚えていない（２人）



マークを知っている（全員）
許可表示を見たことがある（全員）
義務表示は、書いてあることを知って
いる（全員）
マークを知っている（全員）
許可表示を知っている、この言葉に惹
かれて買う（全員）
義務表示を知っている（全員）





マークを知っている（全員）
許可表示を知っている（全員）
義務表示を知っている（全員）




許可表示についての個別意見
30～49 歳女性と 50～64 歳女性では、血圧や骨の表示について、自分達が対象となるのかどうか気に
なるとの意見が出された。
商品購入の際の参考にしているとの声も多く聞かれたが、20～49 歳男性及び 65 歳以上男性はあまり
商品購入の参考にはなっていないことがうかがえる。
第 3-27 表 許可表示についての個別意見
20 代

30～49 歳














50～64 歳



65 歳以上







男性
■■は読んだことがある
あまり分からない。ちゃんと見ていない
ボトルのサイズが大きいと読まない
電車の中で本当に暇なときに読んで
いるかもしれない。どれも見たことがあ
ると思った
（許可表示が）あったな、と思うくらい
これというのがないのではっきりしてほ
しい。効きそうで効かない、そんなイメ
ージ
薬品ではないのでこれが限界かなと
思うが、安くないものを買っている意識
はあるので、これだとちょっとぼやっと
はしている
逃げ腰な感じ。曖昧な表現に終始して
いる
「脂肪の吸収を抑えます」ならば、食べ
たものの脂肪吸収を抑えるんだと素直
に感じて受け取るが、多少逃げのある
文章だとは思う
買うときに参考にはしている

薬は「治す」という感覚だが、トクホは
「改善する」、「穏やかに体に作用す
る」というので、薬よりもやさしいイメー
ジ。シニアにも若い方にも体にとって
はいいイメージ。薬は「治す」「下がる」
という断定だが、これはどれも「整えま
す」とか「おだやかに」とか、食品として
優しいイメージが伝わってくるので、そ
ういう意味で、許可表示は欲しいなと
思う
事前に、製品情報を新聞やテレビで既
に知っており、パッケージも見ると大体
分かるので、許可表示をあまり細かく
は見ていない。購入するときは、トクホ
のマークと値段で決める。それだけ
許可表示に書いていることは全部引っ
かかるので、何を飲んでもよいという
感覚でいる。何を飲んでも悪いことは
ないから

－ 28 －










女性
買うきっかけや参考になっている（全
員）
確かに欲しい情報ではあるが、ちゃん
と読まないような人でも簡単に分かる
表示ならばよいと思う

血圧に問題はないが、「血圧にいい」
■■を飲んでもいいのか。「血圧にい
い」ことも知っていたが、味が好きだか
ら飲んでいて、注意事項を読むと気に
なった
「許可表示の例」のあたりがお茶によ
って違うことは認識していた

許可表示の内容は理解できる。おな
かの調子を整えることによる相乗効果
についても記載があれば、もっと欲しく
なる
 「若い女性が健全な骨の・・・」という記
載があると、今からだと遅いのかなと
思ってしまう
 「歯を丈夫に健康に」という記載は漠
然としている。「歯」とは歯茎なのか、
歯のほうなのかが分からない
（許可表示を参考にしている人多数）

許可表示の有効性に対する意見
許可表示の有効性については、曖昧でもう少し具体性が欲しいとの声も聞かれたが、おおむね読めば
分かると理解されていることがうかがえる。30～49 歳男性からは、サプリメントのキャッチコピーに比べれば
通じる、50～64 歳男性と 65 歳以上男性からは、医薬品の効能のようには書けないとの声が聞かれた。
20 代女性からは、「お腹の調子を整える」は便秘に効くのか下痢に効くのかとの意見が出され、50～64
歳女性からは、「若い女性が健全な骨の健康を維持し、・・・」は骨密度が気になるのは歳を取ってからだ
が若い女性の骨のようになるのかとの指摘があった。
第 3-28 表 許可表示の有効性に対する意見
20 代








30～49 歳




50～64 歳





65 歳以上








男性
分かるといえば分かるが、あまり具体
的ではないので、「おなかの調子を整
えます」と言ったら、便通が良くなるの
かな、と考えてしまう（３人）
通じる。読んだときに同じ印象を受け
る言葉もあるが、具体的でなくとも「脂
肪に効くんだ」という程の理解にはなる
意味は分かるが、違いがあまり分から
ない
なんとなくは分かるが、どんな菌がい
るからお腹の調子を整えるのかなど、
もう少し具体的に書いてあったほうが
面白い

サプリメントだともっと曖昧。■■だと
「■■」「■■」とか、「■■」とか。それ
に比べればまだ通じる
効果が分からなくはない。一応、こうい
う解釈でいいんだろうなという感覚
項目が腸だとか血糖値、コレステロー
ル、体脂肪と、今出ているトクホ商品
は限られているので効果は分かりや
すい
「科学的根拠に基づいて認められてい
る」のだが、何らかの機能が認められ
ているだけで、そういう機能はあるけ
れど、ただ薬品みたいに確実に効くと
は全然書いていない
分かりづらい。薬とは違い、何々が必
ず低くなるとは当然書けないので、曖
昧模糊とした文章。薬ではないのでこ
のような文章はやむを得ないが、結果
として読まない
「気になる方に」はいい加減。でもそれ
しか書けないから分かりづらい。あっ
てもなくても一緒。いっそのこと「体に
悪いことはない」と書いているほうが説
得力がある。副作用はあまり出ません
とか
伝わる
「体にいい」は、どういいの？という感
じがする。薬はこれを飲めば治りま
す、と書けるが、トクホはそう書けない
ので、「体にいいです」という書き方。
体に悪いものではないから飲んでいる

－ 29 －












女性
トクホはこう効くではなく、普通の生活
にプラスするとより良くなる可能性があ
るというふうにいつも捉えている
冷静に考えると、これは薬ではなくて
食品だなと思った
「お腹の調子を整える」といっても便秘
も下痢もあるから、その中でも特に何
に効くかについて書いてあればよい。
許可表示のような効果は実感しない
「腸内環境改善」などは、お通じが悪
いときに買って、整えてくれるのを期待
するので、この表示で十分
「穏やか」とはどれくらいなのか、具体
的な数値を知りたい。許可表示にあた
るような効果を実感することは割とあ
った気がする
効果については理解できる（全員）



骨密度が気になるのは、若い人では
なくて、ある程度、歳をとってからなの
では。若い女性のようにきれいな骨に
なるということですかね、みたいな




有効性は伝わる
商品名の横に書いてある、あれが一
番。選ぶときはそこを見る。裏まで見な
い。そこに書いてあることが大事
期待がある。初めは絶対見る



義務表示に対する意見
どの性・年代においても、トクホを摂っていれば問題ないと思っている者はほとんどいないものの、20 代
男性や 50～64 歳男性は、普段はトクホを摂っていれば大丈夫と考えていることがうかがえる発言があっ
た。
女性や 65 歳以上男性は、おおむね当然のこととして捉えているが、64 歳以下の男性からは、クレーム
防止、逃げている、書かされている等の発言もあった。
第 3-29 表 義務表示に対する意見
20 代







30～49 歳










50～64 歳










65 歳以上





男性
言われたら、あったなと思うくらい。「義
務表示」で言われなくとも分かること
表示の意図は、たくさん飲んだのに効
果がない、というクレーム防止と、啓も
うのためだと思う
とりあえず、飲んでおいたら大丈夫だ
ろうと思い、信じて飲んでみるといった
感じはある。あくまでもプラスアルファ
なのでと言われたら何も言えないが
ラーメンを食べるときは■■さえあれ
ばもう大丈夫、という気持ちになる
法律を勉強していたので、法律で決ま
っていて書かされているんだなという
印象
結局トクホに頼るな、頼って期待する
なよという逃げみたいなところを感じる
結局は過度に期待して、後で違うじゃ
ないかと言われることを避けている、こ
れが記載を決められているとは知らな
かったけど、そういった意味で書いて
いるのかなと思った
気休め。医薬品ではないのでその意
味では仕方がない。気休めにしても効
果が自分としてはあったので、その意
味では信用できる
トクホを飲んで効果が云々より結局食
事のバランスが一番重要なのかな、ト
クホでなくてもよいのかなという気持ち
になったことはある
これを飲んでいるから、体によいことを
しないといけないな、とバランスを考え
たりするようにはなる
事務的な話で、認可を受けるにはこれ
を必ず入れろと言われているのではな
いか。それだけの気がする
自分で頑張らないといけないよと言う
ために書いてあるんだとは思っていた
飲んでいるから暴飲暴食してよいかと
いうと駄目だと思う。その戒めのため
にも書いてあるのかもしれない
食育という意味で、国を挙げて食生活
の改善、バランスを整えさせるというこ
とをあまねく伝えるためのもの
食事が偏ってしまうから、義務表示をト
クホに入れているのだと思う
普通のことを言っているので、表示す
ることに意味があるのか分からない
こういう食事をしていればみんな元気

－ 30 －



女性
これだけを摂取したからといって、こう
なるというものではないと、それを言っ
ているのが分かる（全員）




これだけに頼ろうとは考えない（全員）
摂取目安量・摂取方法、注意事項、保
存方法・製造方法はあまりちゃんとは
読んでいない（全員）



これに頼ってしまって、これだけ摂れ
ば大丈夫と思う人がいるかもしれない
からだと思う




当然かなと思う
一般常識だけど、分からない若い人の
ために書いているのかなって思う
トクホを飲んでいるから大丈夫と思っ
たことはない





男性
なんですよと、その程度のもの。それ
プラスで何を飲もうと、健康に影響は
ない。逆に一生懸命飲んだが、食事の
バランスが悪いから効かないと、ここ
で逃げられる
義務表示は条件みたいなもの。逆に
言えば食事のバランスが摂れていな
ければただのお茶ですよと、なんの効
果もありませんと言っている



女性
トクホは補助的なもので、それがメイン
ということはない

キャッチコピーについて
各年代とも、テレビ CM の■■の「■■」という映像をはじめとして、脂質や糖質が体内に入るところをイ
メージで表しているものが記憶に残っているとする者が多い。20 代男性からは、アニメを用いた CM の印
象も強いとの意見が出された。
また、同じ脂肪に関する表現として、「脂肪の吸収を抑える」よりも「脂肪の燃焼」、「体脂肪を分解」とい
った言葉に強い印象を持つ者が多い。
第 3-30 表 キャッチコピーについて
20 代






30～49 歳







50～64 歳

65 歳以上








男性
消費しやすくする、体脂肪を分解しや
すくするという言葉につられる（２人）
テレビ CM の「■■」（３人）
■■が油ものを食べながらトクホを飲
んでいるのを見て、脂っこいものを食
べると飲んだらよいのかな、と思った
■■の劇画タッチを覚えている
■■の、パスタ、カレー、ご飯を角砂糖
に例えていたのを見ると的を射ていた
「脂肪の吸収を抑えます」だと言葉が
曖昧だが、■■のＣＭで、■■が効果
の働き方の説明をしているのを見たと
き、効果ありそうだなと思った
■■を選んだきっかけが、脂肪の分解
の■■となっていく図
「特」という文字に反応する。特許とか
特定保健とか、特別なのかなと。そこ
に反応する。得なのかなと。すごい効
能がありそうなものを想起させる
カテキンが何倍で脂肪にガツンと効く
んだという CM で、そうか、効いてほし
いということで飲んだ

体が燃焼して、総合的にいろいろな脂
肪を燃やすとかいろいろとあって、血
圧もある程度抑えるというのがずっと
頭にあって
乳酸菌とか腸内フローラ、これは人間
で一番大事と言われると、のってしまう
細菌が悪い菌をやっつけるという映像
がすごく頭にあって、こんな効果があ
るならば飲もうかと、それ以来飲んで
いる

－ 31 －





















女性
取り入れてどうにかするのではなく、自
分の身体の機能を助けてくれるような
ものに惹かれる
キャッチコピーでは選ばない
「持続する」「持続型」に惹かれる
「■■」と書いてあるといかにもカロリ
ーを抑えてくれそう。ネーミングに惹か
れる
■■の■■が「■■」というのが耳に
残る。自分の脂肪が■■になって流れ
ていく気がする
■■が大好きなので、■■のトクホの
CM で「■■が好きな人に」と出てきた
ときに、自分のことだと思った
■■の「■■」と、■■の「■■」の歌
が耳に残る
食べているものに「糖」と「脂肪」の文
字が付いていて口に入れている CM が
あり、これを全部流したいと思った
「■■」など、一言で分かる言葉だとぐ
っと惹かれる
具体的に血圧によいと書いてあるか
ら。ほかに血圧によいと書いてあるも
のは、あまりないので
脂肪燃焼（多数同意）
耳につく、■■とか
■■（２人）

(7) 国立健栄研 DB について
国立健栄研 DB の認知
国立健栄研 DB を提示したところ、知っていた、見たことがあるという者は３人のみであり、それ以外の
者は見たことがないと答えている。
実際に国立健栄研 DB の内容をスクリーンで投影して説明したところ、いずれの性・年代においても興
味がある、見てみたい等の意見が多く出された。
第 3-31 表 国立健栄研 DB の認知
20 代





男性
知らない（全員）
興味がある（３人）
興味はない（１人）

30～49 歳




知らない（全員）
興味がある（４人）

50～64 歳







65 歳以上





知らない（５人）
知っていた（１人）
興味がある（１人）
参考になる（１人）
個人的には全く興味がないが、あった
ほうがよい（１人）
見たことがない（全員）
興味がある（２人）
あまり興味はない（２人）



















女性
知らない（全員）
興味がある（全員）

知らない（全員）
おもしろい（３人）
見たいと思うが理解できるか分からな
い（２人）
楽しそう（１人）
知らない（５人）
見たことがある（１人）
興味がある（２人）
全部ではないが興味のあるところは読
みそう（２人）
探してみたいと思った（１人）
知らない（５人）
国が発表したのは知っていた（１人）
関心がある部分は見てみたい（４人）
最近字をたくさん読むのはつらい（１
人）
トクホは間違いないと感じたので見に
はいかない（１人）

国立健栄研 DB への要望
ア. 掲載する情報への要望
トクホに関する製品情報としては、全ての商品が掲載されるべきという意見がどの性・年代でも出された。
特に、現在摂っているトクホの商品が国立健栄研 DB に載っていないと不安だとの声が聞かれ、男性から
は DB としていかがなものかとの指摘があった。
主な対象者の条件に関しては、血圧が正常あるいは低い者が飲んでもよいのか、お腹の調子を整える
トクホは便秘と下痢のどちらに効くのか等の疑問の声が聞かれた。
トクホを摂取するタイミングについては、せっかく摂るのであれば効果が出るように摂りたいと思う者が多
く、正しい使い方に関する情報が欲しいという者が多くのグループで見られた。
有効性・安全性については、実験の方法や結果の詳細が掲載されていることで、根拠が十分に示され
ていると感じている者が多かった。また、65 歳以上男性では、安全性について DB 掲載の内容で国が許
可しているのであれば安心だとし、有効性については今後の商品選択の参考にしたいとの声も聞かれた。
体調不良時の相談先については、主に男性から必要との意見が出された。医薬品とトクホの飲み合わ
せに関する情報は、どの性・年代でも必要だという意見が多く出された。ただし、30～49 歳男性では、トク
ホと医薬品との飲み合わせについては気にしない者も見られた。
65 歳以上にとっては、国立健栄研 DB に掲載している情報を理解するのは難しいと感じている者が多
かった。一方、20 代女性は国立健栄研 DB への関心が高く、より理解しやすくするために、内容を一言で
まとめたものが欲しいという要望があった。

－ 32 －

第 3-32 表 掲載する情報への要望：販売中の全てのトクホに関する製品情報
20 代



30～49 歳



男性
販売中の全てのトクホに関する製品情
報は全部載せるべき
トクホ全品載せるべき（多数）（「掲載さ
れていないトクホ商品があると不安に
なる」「役所で認可した以上、データが
あるわけなので、全部載っていないと
納得しない」）











50～64 歳





65 歳以上






購入したトクホ商品が国立健栄研 DB
に載っていなかったとしたら、がっかり
する（３人）
国立健栄研 DB には、全てのトクホ商
品を掲載してほしい。でなければ、何
のための DB なのかと思ってしまう



こんなに詳しいのがあるとは知らなか
った。網羅されていると思う
本来、DB は当然１対１対応でないとい
けない。国が認めたデータは一覧にな
っていないといけない。（グループ内多
数賛同）
種類がたくさんあるのを初めて知った





女性
自分の買った商品が見当たらないと不
安に思う
不公平。その企業に対して申し訳ない
それは載せないでくださいと言われて
いるのか、どういう理由で載っていな
いのか、手が回らないから載っていな
いのか
普段摂っているトクホの商品が国立健
栄研 DB に載っていなかったら管理者
に知らせたい（２人）
普段摂っているトクホの商品が国立健
栄研 DB に載っていなかったらどちら
が合っているのかなと不安になること
もある気がする。偽物でトクホを載せら
れるとは思わないけど、なぜ載ってい
ないのかと疑問に思う
普段摂っているトクホの商品が国立健
栄研 DB に載っていなくても何とも思わ
ない。ここになくても違うところで調べ
ようと思えば調べられるので
普段摂っているトクホの商品が国立健
栄研 DB に載っていなかったら嫌な気
分になる。申請中ならばそのように書
いてほしい。何も書いていないと怪しく
思う
売っていたのに売らなくなったときも、
販売中止になったのかどうかの情報
が欲しい
普段、摂っているトクホの商品が国立
健栄研 DB に載っていなかったら不安
（２人）。偽物かもと思う。怪しい会社の
を買っちゃったかなと思う。全商品を載
せてほしい

第 3-33 表 掲載する情報への要望：想定する主な対象者の条件
男性

女性
「お腹の調子を整える」といっても、便
秘も下痢もあるから、その中でも特に
何に効くかについて書いてあればよ
い。許可表示にあたるような効果は実
感しない
血圧に問題はないが、「血圧にいい」
■■を飲んでもよいのか。「血圧にい
い」ことも知っていたが、味が好きだか
ら飲んでいて、注意事項を読むと気に
なった
「若い女性が健全な骨の…」という記
載があると、今からでは遅いのかなと
思ってしまう

20 代

（言及なし）



30～49 歳





50～64 歳

（言及なし）



65 歳以上

（言及なし）

（言及なし）

「想定する主な対象者の条件」と被る
が、私は血圧がすごく低いが、血圧を
下げるというトクホを飲んでよいものか
どうか

－ 33 －

第 3-34 表 掲載する情報への要望：生活習慣を改善するために役立つトクホの使い方
20 代




男性
トクホの使い方、飲むタイミングなどの
事例があるならば知りたい
その商品と一緒に食べたら効果が発
揮できるもの、逆に一緒に食べないほ
うがよいものを知りたい。より良い効果
をもたらすために必要だと思う





30～49 歳

（言及なし）



50～64 歳

（言及なし）




65 歳以上




トクホのお茶を飲むタイミングについて
は、ある程度気にする。食中と食後
二日酔い対策の、飲酒前に服用する
薬がよくあるが、ああいうふうに、アル
コールを飲む前に飲むと効く、とか具
体的に書けば食いつくと思う



女性
ランク付けされて、ある商品だけが強く
勧められるようになるのは嫌
いつ飲むと効果があるか知りたい
間違った摂り方をしていたら意味がな
いので、正しい使い方を教えてほしい
摂取するタイミングなどのアドバイスが
欲しい
正しい飲み方を注意書きとして書いて
ほしい
生活習慣を改善するために役立つトク
ホの使い方を記載してほしい（３人）
生活習慣を改善するために役立つトク
ホの使い方があればよい（４人）

第 3-35 表 掲載する情報への要望：有効性・安全性に関する科学的根拠
男性
20 代

（言及なし）

30～49 歳




50～64 歳












女性
実験の仕方、治験内容、どういう理由
でこれを認可したかを知りたい
 実験結果が欲しい。自分が分からなく
ても、専門家や医師に聞けば分かる
から
（言及なし）


実験データが載っているのは良いこと
（２人）
メーカーは良いことしか言わない。認
可した役所がテストしたデータを表示
するのはすごく良いこと
期間があって、延べで見たら６ヶ月続
いたのか、一定量を６ヶ月ならば６ヶ月
間続けてようやく効果が感じられるも
のなのか、このデータでは分からない
許可基準、指標は何かを知りたい（３
人）
この商品の、ここの部分が評価されて
認可されたんだというものがあって、そ
れがコレステロールを下げることに紐
付いているならば、見る人がもっと探し
やすい
自分達は効くと思って飲んでいるが、
医薬品ではないから医薬品の効果を
減衰するものは含まれていなくて、ど
っちみち清涼飲料水だから大して違わ
ないんですという結論が出てくる気が
してしまう
普段は気にしないが、あくまでトクホで
医薬品とは違うので、少しは許容があ
ってもよいのではないか。情報を出せ
ば出すほど人は突っつく
検体数のｎ数が多いところのものなら
ば信用して買いに行きたいが、検体

－ 34 －




何に効くといったダイレクトな表現のほ
うがよい
病院のドクターに、このドリンクを飲ん
でも大丈夫か聞いても先生は答えられ
ない。メーカー側できちんと書いてほし
いと思う





65 歳以上














男性
数、ｎ数が 10 人とは少ない
注釈を付けてもらってもよい。試験の
方法などをつけてほしい
直訳の下に意訳・要約バージョンを書
けばよいと思う
文言は変えないほうがよい。クロスオ
ーバー試験にしても、それに代わる言
葉にしなくてよい。言葉はそのまま使っ
て、注釈を下のほうに入れるほうがま
だよい
安全性はこれである程度分かる。ただ
有効性は素人の我々が見て判断でき
る内容か、それが分からない。この有
効性の部分で何が分かるのか
試験なので本来は数値が必要だが、
「低下」としか書いてない。これを見た
だけでは本当に医学的に役に立つか
どうかの判断は、分からない。結果と
して分かっているのは、これは薬には
なっていない。その上で、これは「予防
薬でもないし治療薬でもない」と明確に
書いている。あくまでもそれ。何を書か
れても効能がないと上に書いているの
で、何を見ればよいのか。でも安全性
は見たい。でも安全性は国が認めたト
クホなので、それはもう分かるから見
る必要がない。なので何を見るのか
実験結果は知りたい。ヨーグルトでは
少ないのではないか、できれば（サン
プル数？）100、500、飲む前と飲んだ
後がこれだけ改善されたという図表に
してもらえれば、より分かりやすいと思
う
国が認可しているので、根拠としては
これは有効ではあると思う
書いてあることは分かりきっていること
で、予防も書いていない、治療も書い
ていないので、あってもしょうがない。
数値も違うので、素人の我々は比較が
できないから。薬ほどの効果がなく収
まっているから、見てもしょうがない
今摂っているもの以上に効くものがあ
ればそちらに切り替えてもよいかな、と
参考にしたい
気になったのは、カルシウムの吸収を
高める。年寄りはよくても５～10％と言
われていて、一生懸命食べても意味
がないならばと思ったりして。自分の
病気との絡みで興味がそっちに集中し
ているので。なのでこういうのがあると
見てみたいと思う

－ 35 －

女性



飲んでいながら■■とか疑ってみてい
るから、本当にこういう効果があるの
か、それは是非見てみたい。納得して
安心して飲みたい

第 3-36 表 掲載する情報への要望：体調不良の事例・相談先や医薬品との飲み合わせ
20 代

30～49 歳








50～64 歳







65 歳以上



男性
体調不良の事例や、体調不良を起こ
した際の相談先は絶対にあったほうが
よい。一番困るのは体調不良を起こし
たときなので
人工甘味料も今は問題になっている
ので気になる
メーカーが全部違うので、どこに相談
したらよいか分からないから
薬とトクホ商品の飲み合わせに関する
情報があればよい（多数）
飲み合わせは気にしない（２人）（「トク
ホのような市販品については一切気に
しない」「風邪薬以外は薬は飲まない
ので普通に■■で飲んでいた」）
医薬品の効果が減弱する事例をしっ
かり載せてほしい
体調不良を起こしたときの相談先は絶
対に必要だと思う
「体調不良」というのは気になる。どの
くらい摂るとまずいといった上限がある
と思う。臨床で全部分かるかは別とし
ても、ある程度は載せてもらわないと。
量を摂れば安心といった誤解を招きか
ねない
食べ合わせや飲み合わせは確かにあ
るとは思うけど、自分は薬でも何でも
がぶがぶ飲んでしまう
マイナスの影響についてはもう少し分
かりやすく、具体的に載せたほうがよ
いと思う（２人）




















－ 36 －

女性
自分の体に異変があった場合にやめ
たり、合うか合わないかが分かるので
医薬品とトクホの飲み合わせ
医薬品との相互作用。ある薬を飲んで
いる人が、この成分を摂るとよくないと
いうのを知ることは大事
体調不良の事例は、具体的に書かれ
ると、マイナス面が強調されてしまうか
らどうかと思う
様々なトクホを、組み合わせたり、飲
み合わせたりするのが、どの程度まで
ならば大丈夫なのか知りたい
医薬品相互作用についての記載は必
須（３人）
薬とトクホを一緒に摂ったとき、何のリ
スクもないのか不安になったことがあ
る

これを食べるときに、トクホを飲むと違
う作用が起こるとか、あまり効果がな
いとか、効果が増すとか、そういう説明
があるとよい
医薬品の効果が減弱したり相互作用
を起こしたりするなどの事例は必要（２
人）
薬との飲み合わせが気になる（２人）
サプリメントとの飲み合わせが気にな
る
トクホと薬の関係性で、大きい事例、
絶対やめたほうがいいですよというの
を取り上げてほしい

第 3-37 表 掲載する情報への要望：その他
男性
20 代
30～49 歳

（言及なし）
（言及なし）




50～64 歳

（言及なし）



65 歳以上











内容が分からない（３人）
内容がよく分からない。種類も 300 くら
いある ので、簡単に書いた ほう がよ
い。これをみんな読んで理解する人は
いない。種類が少ないならばまだよい
が、膨大なので
メーカーを比較するときに、値段の比
較ではなくて、成分の比較ができる
機能性 表示 食品 は届 け 出 だ けな の
で、あれと比べればこういうのがあると
納得できる。これを見たときに、自分が
どっちが欲しいかと思うと、味の問題も
ある が 、そ う いう 意 味で は 今日 聞 い
て、トクホがいいという気持ちになった
体に良くてある程度安全だとひとくくり
にしてしまっているので、何に効いて
自分にはどうだと、そんなのは把握す
る必要はない

－ 37 －



女性
一言で結論が書いてあるとよい
いかにも国が作っているホームページ
だなぁと思った
大手スーパーで取り扱っているなど、
それがどこで売っているかが出るとよ
い
長く使っている商品については、ちょっ
と見てみたいなと思った。成分作用の
部分は把握できないかなと思って飛ば
すかも。都合よく自分が欲しい情報だ
け取るかも
定価を知りたい

イ. 情報の見せ方への要望
情報の見せ方としては、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が出された。
また、カテゴリについても、現在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が出された。
検索については、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が聞かれた。
第 3-38 表 情報の見せ方への要望：イラスト・画像
20 代

30～49 歳
50～64 歳
65 歳以上

男性
もう少しイラストや画像を入れたほうが
見やすい。字が多い
 画像が欲しい。商品が多過ぎて、どれ
が自分が飲んでいるものなのか分か
らない
 もう少しグラフや図を使うほうが分かり
やすいが、ここまで来ている人は好奇
心があって見ている人だと思うので、
これくらいだとギリギリ
 テキストベースなので悪くないと思う
が、概要を表示してくれるだけでも見
やすくなるかなとは思う
 図やグラフなど、視覚に訴えるものが
あるとよい（３人）
（言及なし）
（言及なし）




女性
実験結果の写真があるともっとよい。
実験した人の体脂肪の写真など



写真がないから、お堅い




商品の写真があると探しやすい（２人）
パッケージの写真があったほうがパッ
と見て納得する。間違えない

第 3-39 表 情報の見せ方への要望：カテゴリ
20 代



男性
痩せたい人向け、血糖値を下げたい
人向け、など題目を変えて目的をもっ
と分かりやすく具体的にしたらよい





30～49 歳

50～64 歳



別カテゴリーで画像を表示したほうが
よい。まずは見出しを「トクホ」で１つの
カテゴリーにしてしまってよい。「話題
の食品・成分」の「話題の」というのが
安易
 全部の商品を載せるのは非現実的。
でもこれだと探せない。キーワードを１
単語で「脂肪」「コレステロール」「血
圧」と表すほうがよい
 商品一覧は、売り出された順なのか、
認可順なのか分からない
（言及なし）







65 歳以上



一覧表があれば比較もしやすいし、自

－ 38 －



女性
目的別（表示別）に区分けされている
のは分かりやすい
もう少し効能別と、五十音別に商品名
が整理されていると分かりやすい
デキストリンとか、細かい成分が書か
れていてもどういう効果があるかも知
らないし、理解できない。この成分はこ
れに効くとか、症状別に書いていると
分かる
飲料でもお茶なのか、ヨーグルトなの
か、カテゴリーから入れるとよい

タイトルだけだと何か分からないので、
飲み物なのか食べ物なのかが分かる
とよい（２人）
対象年代ごとに分かれているのがあっ
てもよい。後ろに年代のタグがあった
らいい
効能・効果別に分類されているとよい

男性
分にとってもっといい、摂りたいものが
一目で分かるので、非常によいと思
う。使いそう






女性
（３人）
メーカー別だと、商品名だけでメーカー
が分からないときがある
商品名の横にメーカー名を入れてほし
い
コーヒー・お茶・油といった分類がある
と探しやすい
最初に効能が気になるので、効能を先
に書いてほしい。成分は見てもそんな
に分からないと思う。もっと知りたい人
は、成分というところを押せば見られる
ようにしておけば、もっと見やすい画面
になるのではないかと思う。あんなに
たくさん書かれるとどこを見てよいか、
自分が知りたい情報が分かりにくい

第 3-40 表 情報の見せ方への要望：検索

30～49 歳

男性
検索窓を付けて、商品名で検索できる
ようになるとよい
（言及なし）

50～64 歳



20 代

65 歳以上



製品名のアイウエオの検索バーを置
いておいてくれないと不親切だと思う。
この表示だと売るほうの味方になって
いる。消費者を守るならば製品名から
検索できるようにしてほしい
（言及なし）

女性
（言及なし）








－ 39 －

商品名を入れて検索ボタンを押して飛
べたら簡単
商品名を入れて、簡単に検索できたら
よい（２人）
症状や悩み別に検索できたらよい

目的別、商品名、どっちでも調べられ
るようになっていると有り難い。１個ク
リックして、そこから自分の探したいも
のを探さないといけないから、たくさん
項目があると大変。最初のページに探
したい商品名を入れたら出てくるとよ
い
検索窓は必要。楽天ショップで買い物
するときみたいに、例えば、特定の名
称を打ち込んで出すというのと、こうい
う商品が欲しいなというときとで探し方
が違うので、そういう探し方ができると
よい

ウ. アクセスや使い勝手に対する要望
国立健栄研のトップページから国立健栄研 DB へのアクセスが分かりにくいため、トップページから分
かりやすくリンクがあったり、商品に URL や QR コードが入っていると詳細な製品情報を確認しやすいと
いう意見がどの性・年代からも出された。
20 代女性ではパソコンよりもスマートフォンをよく使うため、国立健栄研 DB がスマートフォンに対応して
いると見やすいという声も聞かれた。
第 3-41 表 アクセスや使い勝手に対する要望：アクセス・ページ構造
20 代



男性
商品にデータ掲載先が書かれていれ
ば、見なくもない






30～49 歳




50～64 歳




65 歳以上





１つ１つはクリックしないと思う。すごく
いい資料なのにもったいない
トップページから入り方をもっと分かり
やすくしてほしい。すごくいい情報なの
にこのページにたどり着けない
商品の消費者庁の許可マークの隣に
QR コードを付けないと駄目だと思う。
そこから飛べればフェアだが、そうでな
ければここまではたどり着けない
難しい言葉だけ、途中で飛べるように
しておけばよい
CM で、画面上に国立健栄研 DB の掲
載先を載せてくれれば見る人は見ると
思う。そうでないとこの DB にたどり着
ける人はいないと思う
従事者とか特許の人しか分からないよ
うな文章にするのではなくて、さらに詳
細を知りたい人向けに別途情報掲載
先を載せて、最初の画面はもっと簡単
に、分かりやすく作るべき。専門家だ
けで決めた感じで、素人向けではない

－ 40 －




女性
商品に URL や QR コードを貼り付けて
ほしい
最初のページで、トクホの情報をもう
少し上に載せてほしい
トップページにあるようなクイズをトク
ホのページにも載せて、症状のチャー
ト別にどの商品がお勧めなのかが分
かるとよい
スマートフォンからでもちゃんと見られ
るか。PC はあまり使わない
商品に QR コードが付いていてこのペ
ージに飛べるならば簡単だなと思った
メーカーのホームページに飛ぶリンク
があるとよい



QR コードを貼ってほしい



各メーカーのホームページの商品のと
ころで、クリックしたらここに来るように
しておけば全員が見るようになる

(8) 条件付きトクホについて
条件付きトクホの認知状況
条件付きトクホについては、ほとんどの者が制度を知らなかった。
第 3-42 表 条件付トクホの認知状況
20 代



男性
知らなかった（全員）

30～49 歳
50～64 歳






知らなかった（全員）
知っていた（１人）
知らなかった（５人）
知らなかった（全員）

65 歳以上








女性
知らなかった（３人）
見たことがある気はする（２人）
あるのは知っている（１人）
知っていた（１人）
知らなかった（５人）
知らなかった（全員）

条件付きトクホに対するイメージ
条件付きトクホについては、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がどの性・年代からも出さ
れた。
全く根拠がないわけではないので買わないとは思わない等の意見も出されたが、大半は、不安になる、
買わない、必要ない等の否定的な意見が出された。
第 3-43 表 条件付きトクホに対するイメージ
20 代






男性
ちょっと不安になる。これだと買わない
かもしれない（４人）
全く根拠がないわけではないと思うの
で、買わないとは思わない
わざわざ表示する必要はあるのかと
思ってしまう
トクホまでの効果がなく、言い方は悪
いが、二流品みたいなイメージ







30～49 歳






「保健用食品」とか違う名前にしてしま
ったほうがよい
条件付きということは要は格下げ
「適している可能性がある食品」と言わ
れて、買いたくなる人はいないと思う
トクホを取るために企業がお金をかけ
てやっているのに、トクホの信頼性が
損なわれる気がする。「必ずしも根拠
が確立されていません」だとトクホマー
クを軽んじている。厳しいからこそのト
クホであって、条件の緩いトクホなんて
いらない











50～64 歳






これだったら普通のお茶だって、条件
付きに当てはまる。では、条件付きで
ないものは何が違うのか
買いたくない。買っているかもしれない
が
私はお茶を飲みたいから、どうせなら
良いことがあればいいなぐらいの感覚
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女性
「条件付き」は必要なのか。あってもな
くても同じ（２人）
「条件付き」というマークでも、メーカー
は付けたいのだろうか。売上に影響す
るのだろうか
「条件付き」よりもよいものだということ
で、かえって従来のトクホのイメージが
上がった
「条件付き」と従来のトクホだったら、
従来のトクホを選ぶ
どうせならば頑張ってトクホを取ってほ
しい（２人）
いっそ別のマークにしたほうが分かり
やすい
根拠が確立されていないのにお墨付
きを与えるという意味が分からない
トクホと区別は付くけど、同じものとし
て見てしまうかもしれない
意味が分からない。これならば、トクホ
ではなくて機能性表示食品でよいので
はないか
基準がよく分からない
普通のトクホと、条件付きトクホ、機能
性表示食品の差が分からない
トクホは取れないが可能性はあるとい
う、緩くなっているような感じ
そんな曖昧なものであれば、なくてよ
い
条件付きのガイドラインもよく分からな
い
トクホのほうを買う
申請中と書かれていたほうがまだ気分
がよい




65 歳以上











男性
で飲むので、これが付いていたとして
も買う。ただ何が条件なんだ？という
のは見る
仕方がないと思う
自分にとって効果がありそうであれば
「条件付き」と書いてあろうがなかろう
が購入すると思う。監督官庁が、もし
厚生労働省であればこういった形は付
けないだろうと思う。消費者庁だから
売り買いの世界で、ある意味こういっ
た中途半端なものを出してきたんだろ
うと感じた
別に否定する気持ちはない
いらない。条件を排除してきちんとトク
ホにしたほうがよい。そこまでしてトク
ホを取りたいメーカーがあるんだろうと
思う
自分は、許可表示を書いていようが書
いていまいが、みんなトクホと思ってし
まう
知らなかったので、なんとなく知らせて
ほしい
機能性表示食品は今は届け出だけで
よいとなっている。それよりはトクホの
ほうがどう考えてもよい
こんなものは売ってはいけない
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女性
かえって不安になりそう

買わない（２人）
不備があるから、トクホが付けられな
いのかと思う（３人）
このマークを付ける意味がよく分から
ない
必要ない
紛らわしい
「可能性」というところが曖昧。この裏
には効き目ないかもしれないよという
のが隠れている感じ

4. 資料編
4.1 スクリーナー
分類
基本属性

設問項目
SCRQ1 あなたの性別をお答えくださ
い。（○は１つ）
SCRQ2 あなたの年齢をお答えくださ
い。（数値）
SCRQ3 あなたの婚姻状況をお答えく
ださい。（○は１つ）
SCRQ4 あなたと同居している家族を
お答えください。（○はいくつでも）

SCRQ5 あなたがお住まいの地域を
お答えください。（○は１つ）

SCRQ6 あなたとあなたの同居のご
家族で、以下の業種に従事されてい
る方はいらっしゃいますか。いらっしゃ
る方は、あてはまるものを全てお答え
ください。（○はいくつでも）

選択肢
１ 男性
２ 女性
（数値で回答）
１
２
３
１
２
３
４
５
６
７
８
１
２
３
４
５
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13

SCRQ7 あなたの職業をお答えくださ
い。（○は１つ）

１
２
３
４
５
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未婚
既婚
離死別
配偶者
20 歳未満の子ども
20 歳以上の子ども
父母（配偶者の父母を含む）
祖父母（配偶者の祖父母を含む）
兄弟・姉妹（配偶者の兄弟・姉妹を含む）
その他 具体的に：（
）
同居家族はいない（一人暮らし）
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
その他
※対象外
製造業（食品・飲料） ※対象外
製造業（医薬品・化粧品）
※優先度低い
製造業（化学・日用品）
製造業（その他）
卸売・小売業（食品・飲料）
※対象外
卸売・小売業（医薬品・化粧品）
※優先度低い
卸売・小売業（化学・日用品）
卸売・小売業（百貨店・スーパー・コンビニエン
スストア）
卸売・小売業（その他）
出版・印刷業
マスコミ関連業 ※対象外
調査業・広告代理店・マーケティング業 ※対
象外
上記の業種に従事しているものは一人もいな
い ※排他
会社員
公務員
契約・派遣社員
自営業・自由業（フリーランス）
パート・アルバイト

分類

設問項目

SCRQ8 あなたとあなたの同居のご
家族で、以下の資格をお持ちの方は
いらっしゃいますか。いらっしゃる方
は、あてはまるものを全てお答えくだ
さい。（○はいくつでも）

日ごろの取
組

健康食品の
摂取状況

SCRQ9 あなたがお勤めの業種・職
種をお答えください。
例）ガラス（製造業）関係で営業の仕
事をしている
建築資材の商社関係で資材調達
の仕事をしている
IT 関係でシステム開発の仕事をし
ている
サービス（飲食）関係で接客の仕事
をしている
SCRQ10 次のうち、この１年間で、あ
なたが取り組んだことがあれば全て
お答えください。（○はいくつでも）

SCRQ11 【この１年に健康食品を摂
取したことがある人のみ（SCRQ10＝
３）】あなたは、この１年間に摂取され
ている（されていた）健康食品をお答
えください。（○はいくつでも）

選択肢
６ 大学生、短大生、大学院生
７ その他学生 具体的に：（
）
８ 専業主婦・主夫
９ 無職
10 その他 具体的に：（
）
１ 医師
※対象外
２ 薬剤師 ※対象外
３ 看護師 ※対象外
４ 保健師 ※対象外
５ 臨床検査技師
６ 管理栄養士 ※対象外
７ 栄養士 ※対象外
８ 理学療法士
９ 作業療法士
10 鍼灸師
11 登録販売員 ※対象外
12 NR・サプリメントアドバイザー※対象外
13 健康食品管理士 ※対象外
14 食品保健指導士 ※対象外
15 上記の資格を持っている人はいない ※排他
業種／職種（
）関係で
（
）の仕事をしている
※「食品の研究開発」等に携わっている場合は対
象外

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１
２
３
４
５
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運動
食生活の改善
健康食品の摂取 ※SCRQ11 表示
体重管理
血圧管理
通院
食事制限
服薬
何もしていない ※排他
特定保健用食品（トクホ）※SCRQ12-16 表示
栄養機能食品
機能性表示食品
上記以外のいわゆる「健康食品」
わからない
※「１」につかなければ対象外

分類
トクホの利
用状況

設問項目
SCRQ12 【トクホを摂取している（して
いた ） 人 のみ（ SCRQ11= １） 】 あなた
は、トクホの商品を利用するとき、ご
自身で購入していますか。（○は１つ）

選択肢
１ 全て自分で購入している
２ たまに家族・知人が購入している
３ 全て家族・知人が購入している ※優先度低
い

SCRQ13 【トクホを摂取している（して
いた ） 人 のみ（ SCRQ11= １） 】 あなた
は、この１年間でトクホを利用すると
き、どういった表示内容の食品を重視
していますか。（○はいくつでも）

１
２
３
４
５
６

お腹の調子を整える
コレステロールが高めの方に適する
食後の血糖値の上昇を緩やかにする
血圧が高めの方に適する
骨や歯の健康維持に役立つ
食後の血中中性脂肪が上昇しにくいまたは身
体に脂肪がつきにくい
７ その他 具体的に：（
）

SCRQ14 【トクホを摂取している（して
いた）人のみ（SCRQ11=１）】あなたが
この１年間で利用したことのあるトク
ホのメーカー名・商品名を具体的にお
答えください。（自由回答）

トクホの効
果実感

トクホ
制度の
適正な
理解

SCRQ15 【トクホを摂取している（して
いた）人のみ（SCRQ11=１）】主に利用
しているトクホについて、どのくらいの
頻度でトクホ を利用し て い ますか。
（○は１つ）
SCRQ16 【トクホを摂取している（して
いた）人のみ（SCRQ11=１）】主に利用
しているトクホについて、トクホを利用
していて、効果があると思いますか
（○は１つ）
SCRQ17 あなたはトクホについて、以
下の内容をご存じでしたか。（○はそ
れぞれ１つ）
１）健康の維持増進に役立つことが科
学的根拠に基づいて認められ、
「コレステロールの吸収を抑える」
等の表現が許可されている
２）表示されている効果や安全性につ
いて国が審査を行っている
３）食品ごとに消費者庁長官が許可し
ている
４）製品には、トクホのマークが表示さ
れている
５）疾病の診断、治療、予防を目的と
したものではない

メーカー名

１
２
３
４
５
１
２
３
４

商品名
（
）（
）
（
）（
）
（
）（
）
（
）（
）
（
）（
）
※商品名を５つまで自由回答で記入
※１項目目のみ必須表示
毎日
週３～６日
週１～２日
週に１日未満
※優先度低い
調子が悪いときのみ ※対象外
効果があると思う
やや効果があると思う
あまり効果が感じられない
効果が感じられない

１ 知っていた
２ 知らなかった
※マトリクス形式設問
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分類
出産・育児
の状況（女
性のみ）

設問項目
SCRQ18 出産・育児に関しておたず
ねします。
※ここでの妊娠計画は定期的な体温
計測など、妊娠に向けて行動されて
いる方です。
（○はいくつでも）

１
２
３
４
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選択肢
妊娠を計画している ※対象外
妊娠中である
※対象外
授乳中である
※対象外
いずれにもあてはまらない 排他

4.2 グループインタビューガイド

－ 47 －

－ 48 －

－ 49 －

－ 50 －

