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はじめに 

 

本事業は平成２６年度農林水産省補助事業（加工食品製造・流通指針策定事業加工食品

品質等指針作成）として「健康食品の自主情報開示の基本的事項とその手法」の策定とい

うテーマに取り組ませて頂いた。  

急速な高齢化社会の到来で健康に対する関心は急速に高まっている。その中「健康食品」

は、多くの消費者にとって非常に身近な食品として定着してきている。  

専ら健康食品の利用により疾病が予防されるなどといった過大な期待に惑わされること

なく、消費者自身が、様々な食品の特性を理解し、正しい情報に基づき、適切に健康食品

の利用の要否や適否を判断できる環境整備が必要である。  

健康食品に関する消費生活相談情報は、店舗購入、訪問販売、通信販売を合わせて 

約 9,000 件（2013 年度、PIO-NET に登録された「健康食品」に関する消費生活相談情報 

（20１4 年 4 月 30 日までの登録分、平成 26 年版消費者白書より）となっている。健康

食品等については、インターネットにおける虚偽・誇大表示の恐れのある事業者もおり、

平成 24 年上半期下半期併せて 559 件も消費者庁から改善要請を受けている（平成 25 年度

消費者白書）。 

消費者が安心して健康食品やサプリメントを購入できるようにしていくことが重要であ

る。これら健康食品やサプリメントに関し、事業者が情報開示をする場合に遵守すべき自

主ルールはどのようなものかを事業者の実態アンケートを実施し検討を行った。この結果、

最低限遵守すべき基礎的事項として、「健康食品の自主情報開示基本事項とその手法（案）」

（以下「手法（案）」という。）を作成した。さらにこの手法（案）について、事業者向

け、消費者向けセミナーを開催し、意見を伺った。本報告書はこれらのプロセス等につい

て整理しまとめたものである。これらの検討を行うことで、事業者の健康食品やサプリメ

ントを製造・販売する際の適切かつ分かりやすい情報提供につながり、消費者の自主的か

つ合理的な選択の機会が確保される一助となることを願うものである。 

本報告書作成までには多くの方々の協力をいただき感謝の意を表するものである。  
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第１章 健康食品の自主情報開示基本事項とその手法（案）作成の手続き 

 

第１節 事業者アンケートの結果 

 

健康食品の自主情報開示基本事項とその手法（案）（以下「手法（案）という。）の作成

のため、健康食品を製造販売する事業者がどのような情報開示を行っているかを把握する

ため、以下のとおりアンケートを実施した。  

 

（１） 調査実施時期  

平成 26 年 10 月 1 日～11 月 8 日  

 

（２） 対象事業者  

健康食品の製造販売を行う事業者１２社  

 

（３） 内容  

以下の項目について調査を行った。  

１． 事業者に関する基本情報（消費者対応窓口の公開）  

２． 製品に関する基本情報  

３． 対象となる食品及び成分の考え方、並びに摂取量の在り方について（安全性に

関する情報）  

４． 生産・製造及び品質の管理について（第三者認証情報等）  

５． 健康被害等の情報収集体制について  

６． 有用成分に関する情報について  

 

（４） 方法  

電子メールによりアンケート調査票を事業者に送付し、電子メールにより返送いた

だいた。  

 

（５）結果  

回答事業者数は 11 と非常に少ない数ではあったが、傾向を見るため、以下にグラフ等

で結果を示す。（３）１．、２．の情報に関しては回答のあった大半の事業者が情報公開を

していた。（３）３．に関しては半数以上が未対応との回答であった。また（３）４．にお

いては規格情報に関しては 75%が未公開であった。  

一方で HACCP、ISO22000、FSSC22000、GMP の認証を受けているということについ

ては 75%が情報公開していた。  

（図表の数値は件数）  

 以下、結果を示す。  
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第１項 事業者に関する基本情報について  

Q1：消費者対応部窓口（お客様相談室等）の連絡先を公開していますか？（n=12）  

Q2：Q1 で  ①  Yes と回答した情報を、どこで公開していますか？  

Q3：Q1 で  ②  No と回答した情報を、なぜ公開していないのですか？  

 

 

 

 

第２項 .製品に関する基本情報について  

Q1：有用成分名を公開していますか？ （n=12）  

Q2：Q1 で①Yes と回答した情報を、どこで公開していますか？  

Q3：Q1 で②No と回答した情報を、なぜ公開していないのですか？  

 

 

Q1：１日摂取目安量を公開していますか？（n=12）  

Q2：Q1 で①Yes と回答した情報を、どこで公開していますか？  

Q3：Q1 で②No と回答した情報を、なぜ公開していないのですか？  
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Q1：１日摂取目安量当たりの有用成分の含有量を公開していますか？（n=12）  

Q2：Q1 で①Yes と回答した情報を、どこで公開していますか？  

Q3：Q1 で②No と回答した情報を、なぜ公開していないのですか？  

 

 

 

Q1：摂取の方法を公開していますか？（n=12）  

Q2：Q1 で①Yes と回答した情報を、どこで公開していますか？  

Q3：Q1 で②No と回答した情報を、なぜ公開していないのですか？  
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Q1：栄養成分の量及び熱量を公開していますか？（n=12）  

Q2：Q1 で①Yes と回答した情報を、どこで公開していますか？   

Q3：Q1 で②No と回答した情報を、なぜ公開していないのですか？  

 

 

 

第３項 .対象となる食品及び成分の考え方並びに摂取量の在り方について  

Q1：摂取上の注意（医薬品等との飲み合わせ、過剰摂取を防止するための注意喚起等）を

公開していますか？（n=12）  

Q2：Q1 で①Yes と回答した情報を、どこで公開していますか？   

Q3：Q1 で②No と回答した情報を、なぜ公開していないのですか？  
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Q1：有用成分及び安全性に関わる成分の量に関する規格を公開していますか？（n=12）  

Q2：Q1 で①Yes と回答した情報を、どこで公開していますか？   

Q3：Q1 で②No と回答した情報を、なぜ公開していないのですか？   

 

 

 

Q1：食経験に関する情報を公開していますか？（n=12）  

Q2：Q1 で①Yes と回答した情報を、どこで公開していますか？   

Q3：Q1 で②No と回答した情報を、なぜ公開していないのですか？   

 

 

 

安全性を十分に説明できない場合の安全性試験に関する情報について  

Q1：安全性試験に関する情報を公開していますか？（n=12）  

Q2：Q1 で①Yes と回答した情報を、どこで公開していますか？   

Q3：Q1 で②No と回答した情報を、なぜ公開していないのですか？   
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Q1：有用成分と医薬品との相互作用の有無を公開していますか？（n=12）  

Q2：Q1 で①Yes と回答した情報を、どこで公開していますか？  

Q3：Q1 で②No と回答した情報を、なぜ公開していないのですか？   

 

 

 

(有用成分を複数含む場合の )成分同士の相互作用の有無について  

Q1：成分同士の相互作用の有無を公開していますか？（n=12）  

Q2：Q1 で①Yes と回答した情報を、どこで公開していますか？   

Q3：Q1 で②No と回答した情報を、なぜ公開していないのですか？   
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第４項 .生産・製造及び品質の管理について  

Q1：有用成分及び安全性に関わる成分の量に関する規格 (分析法、規格値、限度値等 )を公

開していますか？（n=12）  

Q2：Q1 で①Yes と回答した情報を、どこで公開していますか？   

Q3：Q1 で②No と回答した情報を、なぜ公開していないのですか？   

 

 

 

Q1：HACCP、ISO22000、FSSC22000、GMP 等の取組状況を公開していますか？（n=12） 

Q2：Q1 で①Yes と回答した情報を、どこで公開していますか？   

Q3：Q1 で②No と回答した情報を、なぜ公開していないのですか？   

 

 

 

 

第５項 健康被害等の情報収集体制について  

Q1：健康被害等の情報収集体制についての情報を公開していますか？（n=12）  

Q2：Q1 で①Yes と回答した情報を、どこで公開していますか？   

Q3：Q1 で②No と回答した情報を、なぜ公開していないのですか？対  
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第６項 有用成分に関する情報について  

Q1：有用成分の表示の内容についての情報を公開していますか？（n=12）  

Q2：Q1 で①Yes と回答した情報を、どこで公開していますか？   

Q3：Q1 で②No と回答した情報を、なぜ公開していないのですか？   

 

 

 

Q1：有用成分の根拠情報（臨床試験又は研究レビューの内容）についての情報を公開して

いますか？（n=12）  

Q2：Q1 で①Yes と回答した情報を、どこで公開していますか？   

Q3：Q1 で②No と回答した情報を、なぜ公開していないのですか？   
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第２節 検討会の日程と概要 

    本事業では、健康食品の情報開示に知見のある有識者、事業者等からなる検討会

を設置した（付録ｐ 参照）。以下、検討会の開催概要を示す。  

 

第１項 開催スケジュール  

    検討会については、以下のとおり、計５回開催した。 

第一回検討会 平成 26 年 7 月 16 日  

第二回検討会 平成 26 年 8 月 20 日  

第三回検討会 平成 26 年 9 月 16 日  

第四回検討会 平成 26 年 10 月 22 日  

第五回検討会 平成 26 年 1 月 19 日  

 

第２項 検討項目  

検討会における検討課題は以下のとおりであった。  

●「健康食品の自主情報開示の基本的事項とその手法（案）」（以下「手法（案）」

という。）の在り方と基本事項の整理  

●「手法（案）」の策定範囲の具体化のための事業者調査方法の策定と実施方策

の検討  

● 事業者に対し実施するアンケート調査の方法・結果の分析の検討  

●調査結果を踏まえ作成した「手法（案）」の目的、適用範囲の検討 

検討会を進めるに当たって、既に制度化、あるいはされようとしている類似のル

ールは除外して検討することが確認された。このため、消費者庁で検討されている

「新たな機能性食品表示」制度の対象や食品表示法の対象である保健機能食品は除

外して検討することとした。その上で以下の点に留意した。 

①「手法（案）」の対象は加工食品の中でも、錠剤、カプセル、顆粒、粉末等のサ

プリメント・健康食品と呼ばれる加工食品または健康志向を標榜する加工食品及

び有用成分を含有する加工食品とする。 

②「手法（案）」は既存の類似の表示制度がカバーしない健康食品を対象とする。 

③  「手法（案）」は、不当景品類及び不当表示防止法（以下「景品表示法」とい

う。）等の関係法令や関連する通知の内容も紹介する。  

④ 情報開示における第三者認証制度においては以下の・HACCP、 ISO22000、

FSSC22000、GMＰ、GAPを対象とする。  
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検討会では、「手法（案）」に、手法（案）作成の目的、適用範囲、品質管理基準、情

報開示項目及びその方法を策定することとした。 

 

   

第３節 品質に関する情報開示状況の実態把握 

第１項 品質情報の調査  

「健康食品の自主情報開示の基本的事項とその手法（案）」（以下「手法（案）」という。）

の情報開示項目の「品質・衛生管理の方法」においては、GMP、ISO22000、FSSC22000、

HACCP、GAP 等を記述した。  

平成 25 年度に収集した表示サンプル 213 点から GMP および ISO22000、FSSC22000、

HACCP、GAP の第三者認証取得の実態を調査した。  

製品そのものに表示されていることはあまりないため、各事業者のホームページを基に

以下の数字を出した。  

GAP を除き、上記の認証は主に工場単位での認証取得の為に販売事業者と製造事業者に

分けたが、製造事業者も製造委託をする場合もあり、厳密にはメーカーとして製販一貫か

どうかは不明である。  

またホームページのトップページから掲載ページまでの階層を調べ消費者が確認しやす

いかどうかの目安を示した。  

 

 GMP ISO22000 FSSC22000 HACCP GAP 

会社数  53 社  11 社  5 社  6 社  －  

業態別

内訳  

製造・販売  38 10 5 5 －  

販売のみ  15 1 0 1 －  

資本金

別内訳  

１億以下  24 3 1 1 －  

１億以上  29 8 4 5 －  

調査対象企業数：213 社  

 

ホームページにおける下記項目の表示階層  

表示箇所  GMP ISO22000 FSSC22000 HACCP GAP 

会社数  53 社  11 社  5 社  6 社  －  

表示

場所  

１ページ目  19 1 0 0 －  

２ページ以降  34 10 5 6 －  

調査対象企業数：213 社  

 

GMP に着目すれば、ほとんどがホームページでの表示であり、それも 25％弱であった。 

GMP の取得には費用負担も大きく企業規模により格差があることが垣間見られた。  
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第２章 健康食品の自主情報開示基本事項とその手法（案） 

 

 本章では、事業者向けセミナー及び消費者向けセミナーで提示した「健康食品の自主情

報開示基本事項とその手法（案）」（以下「手法案」という。）を以下のとおり示す。  

 

 明確な定義はないものの、健康食品とは「健康の保持増進に資する食品全般」、サプリ

メントとは「特定成分が濃縮された錠剤やカプセル形態の製品」と考えられるとされてい

る 1。健康食品に関する消費生活相談情報は、店舗購入、訪問販売、通信販売を合わせて 

約9,000件（2013年度、PIO-NETに登録された「健康食品」に関する消費生活相談情報 

（20１4年4 月30日までの登録分、平成26年版消費者白書より）となっており、こうした問

い合わせを解消していくためにも、消費者が安心して健康食品やサプリメントを購入でき

るようにしていくことが重要である。この基本事項（案）は、これら健康食品やサプリメ

ントに関し、事業者が情報開示をする場合に遵守すべき自主ルールを示したものである。

この基本事項に基づき、事業者が健康食品やサプリメントを製造・販売する際に適切かつ

分かりやすい情報を提供することにより、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保

されることをねらいとする。 

 

１．目的  

   本基本事項は、健康食品に関して、消費者の求める情報を適正に開示する際に、事

業者が遵守すべき自主的なルールを示し、事業者の健康食品の製造、販売に関する各

種情報を正確かつ迅速に開示することにより、消費者の適正な商品選択に資すること

を目的とする。  

 

２．適用範囲  

   本基本事項は、加工食品（保健機能食品を除く）であって、広く健康の保持増進に

資する健康食品を製造し、または販売する場合に適用する。  

 

３．情報開示項目及びその方法  

   対象商品は、食品表示法等の関係法令や、『「いわゆる健康食品」の摂取量及び摂

取方法等の表示に関する指針について（平成１７年２月２８日付け食安第０２２８０

０１号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知）』2に準拠した必要な表示を行うほか、

以下の事項を情報開示し、消費者の商品選択に供する。 

 

                                                   
1 厚生労働省ウェブサイト（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenko

u_iryou/shokuhin/hokenkinou/）より 

健康食品については厚生労働省のウェブサイトには、法律上の定義は無く、広く健康

の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指している。そのうち、国

の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品

（特定保健用食品、機能性表示食品及び栄養機能食品）制度」がある。  

2 現在は、消費者庁に移管。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/kankeihourei.

html 参照  
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１）情報開示項目 

  ① 有用成分等の名称及びその含有量又は原材料相当量  

   ア 有用成分等の名称の表示は、当該製品に使用した原材料又は含有する有用成分

等を記載する。有用成分が明確でないものについては、合理的な指標成分や品質

管理方法に基づき、原材料相当量分を記載する。  

   イ 含有量の表示は、ｇ、ｍｇ、％等の単位を用い、１００ｇ、全製品、１個、１

袋、１カプセル、１錠当り等の消費者に分かりやすい含有量を記載する。なお、

許容範囲がある場合は、その旨を○○％以上、○○ｍｇ～○○ｍｇ等と記載する。  

 

  ② 品質・衛生管理の方法  

 原材料を調達する生産者等が遵守しているGAP等の方法を記載する 3。また、

当該製品を製造するに当たって実施している品質・衛生管理の方法を記載する 4。 

 

③ 消費者対応部門の連絡先  

     消費者対応部門については、お客様相談室等の連絡先（電話番号、E-mailアド

レス等）を記載する。  

 

（参考）「いわゆる健康食品」の摂取量及び摂取方法等の表示に関する指針について

（平成１７年２月２８日付け食安第０２２８００１号厚生労働省医薬食品局食品安全

部長通知）（抜粋）  

 

「いわゆる健康食品」は、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）等の法令で表

示することが定められている事項の他、次に掲げる事項を表示すべきであること。  

（１）一日当たりの摂取目安量  

当該食品が含有する成分に応じ、安全性試験データ、通常の食生活における当該

食品の摂取量等科学的根拠に基づき設定すること。安全性試験データを根拠に設定

する場合は、当該食品が含有する成分と同一の成分が他の食品によっても摂取され

許容量を超えることがないよう、また、摂取者の個人差等を考慮した十分な安全率

を見込むこと。  

なお、当該成分が経口摂取の医薬品として用いられることがあるものについては、

原則として医薬品として用いられる量を超えないように設定すること。  

（２）通常の形態及び方法によって摂取されないものにあっては、摂取の方法、  

当該食品の形状、成分、消化吸収性等の食品特性を考慮し、適切な方法を表示す

                                                   
3 原材料が GAP 等により安全管理体制の確保された生産者等から調達されることが望ま

しい。  
4 カプセル・錠剤等の加工食品にあっては GMP 制度、その他の加工食品にあっては HAC

CP、ISO22000、FSSC22000 等に準拠した管理を行うことが望ましい。なお、錠剤、カプ

セル状等の成分が濃縮された形状の食品については、一定の安全性確保の観点から、個々

の製品に係る成分の均質化を図るため、厚生労働省により「適正製造規範（GMP）基本事

項」が作成されておりこれを参照されたい（「錠剤、カプセル状等食品の適正な製造に係る

基本的考え方について」及び「錠剤、カプセル状等食品の原材料の安全性に関する自主点

ガイドライン」について（平成 17 年２月１日付け食安第 0201003 号厚生労働省医薬食品

局食品安全部長通知）http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenk

inou/dl/kankeihourei_01.pdf 参照）。  
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ること。  

（３）摂取をする上での注意事項  

過剰摂取等による健康被害の発生が知られているもの又はそのおそれがあるもの

は、その旨を表示すること。ただし、「過剰に摂取することにより健康に障害を与

えることがありますが、一過性ですので心配はありません」等の表示はしないこと。 

また、医薬品等との相互作用や特定の疾患がある人への注意が必要なものについ

ては、その旨を表示すること。  

（４）バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言  

バランスの取れた食生活に関する普及啓発を図るため、「食生活は、主食、主菜、

副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示すること。  

 

２）情報開示方法  

①   容器包装への表示による情報開示   

     ア 容器包装は情報開示で最も重要な役割を果たすツールの一つである事に鑑み、

前記１）情報開示項目については、消費者の商品選択に供するため、確実に容器

包装に記載する。   

     イ   その他、安全性に関する情報、品質管理に関する情報についても、容器包装に

記載することが望ましい。  

 

② 容器包装への表示以外による情報開示   

容器包装はスペースが限られる等の問題があり、企業が評価した安全性に係る

情報や品質管理の取組状況等を全て表示することは困難であることから、以下に

示す情報開示の方法を検討する。  

ア 自社ホームページによる方法  

イ デジタル情報による方法 5 

ウ 印刷媒体などについては、デジタル媒体を利用しにくい利用者を考慮して、こ

れを店頭などでの販売時に有効利用することが望ましい。  

 

なお、当該健康食品を製造する工場が品質・衛生管理基準の認証等を得ている場合

に、当該認証状況をＧＡＰ認証機関、ＨＡＣＣＰ認証機関、ＩＳＯ認証機関、ＧＭＰ

認証機関等のホームページへリンクする方法がある。  

有用成分等に関する情報について、事業者のホームページ等で開示を行う際は、ど

のような箇所にどのような方法で情報を提供するかにかかわらず、合理的な根拠を基

に表示を行うこと。  

関係法令として、不当景品類及び不当表示防止法（以下「景品表示法」という。）

では、一般消費者に誤認される不当な表示を禁止し、加えて、平成２６年１２月１日

以降、事業者は、景品表示法違反行為を未然に防止するために必要な措置を講じるこ

とが義務付けられている。この点、いわゆる健康食品を供給する事業者が、顧客を誘

引する手段として、実際の商品よりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表

示をしたり、事業者が表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料を有することなく表

                                                   
5  情報開示の表現様式および格納媒体としてはモバイル機器との親和性の高いバーコー

ドや二次元コード（紙媒体）、電子情報（電子タグ媒体）、また電子透かし等（デザイ

ンに識別情報を埋め込む）技術的に習熟されたものが望ましい。  
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示した場合には、景品表示法上問題となるところ、合理的な根拠といえるかどうかの

判断に当たっては、「不当景品類及び不当表示防止法第４条第２項の運用指針 ―不

実証広告規制に関する規制―（平成１５年１０月２８日公正取引委員会）」 6を参照

する。  

また、合理的な根拠がない内容の表示を行っている場合、不当景品類及び不当表示

防止法及び健康増進法上違反となる可能性がある。合理的な根拠がない場合に違反と

なる表示例について、「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留

意事項について（平成２５年１２月２４日消費者庁）」  を参照する 7。  

その他、事業者が講ずべき必要な措置として、表示等の根拠となる情報を事後的に

確認するための必要な措置を採ること等が求められるところ、その具体的な措置等つ

いては、「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針（平

成２６年１１月１４日内閣府告示第２７６号）」8及び「指針に関するＱ＆Ａ」9を参

照する。  

 

（参考）不当景品類及び不当表示防止法第４条第２項の運用指針  ―不実証広告規制に

関する指針―（平成１５年１０月２８日  公正取引委員会）（抜粋）  

 

商品・サービスの効果、性能の著しい優良性を示す表示は、一般消費者に対して強い

訴求力を有し、顧客誘引効果が高いものであることから、そのような表示を行う事業者

は、当該表示内容を裏付ける合理的な根拠をあらかじめ有しているべきである。  

このような観点から、公正取引委員会が事業者に対し、商品・サービスの効果、性能

に関する表示について、景品表示法第四条第一項第一号違反に該当する表示か否か判断

するために必要があると認めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めた場合に、当該事業者から提出された資料（以下「提出資料」という。）が当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると認められるためには、次の二つ

の要件を満たす必要がある。  

①   提出資料が客観的に実証された内容のものであること  

②   表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応している

こと  

なお、商品の効果、性能に関する表示は、当該商品の製造業者から得た、商品につい

て効果、性能があるとの情報を基に販売カタログや店舗内表示などにより、販売業者が

自ら行うこともある。この場合、販売業者が自ら実証試験・調査等を行うことが常に求

められるものではなく、製造業者等が行った実証試験・調査等に係るデータ等が存在す

るかどうか及びその試験方法・結果の客観性等の確認を販売業者が自ら行ったことを示

す書面等を当該表示の裏付けとなる根拠として提出することも可能である。  

                                                   
6 詳細は消費者庁ウェブサイト（  http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121prem

iums_34.pdf）参照  
7  詳細は消費者庁ウェブサイト（http://www.caa.go.jp/representation/pdf/131224prem

iums_1.pdf）参照  
8 詳細は消費者庁ウェブサイト（http://www.caa.go.jp/representation/pdf/141210premi

ums_3.pdf）参照  
9 詳細は消費者庁ウェブサイト（http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/qa/sisinqa.

html）を参照  
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第３章 セミナーでの意見、アンケート結果 

 

 第２章で示した「健康食品の自主情報開示基本事項とその手法（案）」（以下「手法案」

という。）に関し実施したセミナーでのアンケート結果及び参加者から得られた意見は以下

のとおりであった。  

 

第１節 事業者向けセミナー 

 

  事業者向けセミナーを以下のとおり開催した。  

（１）第 1 回セミナー  

１） 開 催 日 平成 27 年２月４日（水）14 時～16 時  

２） 開催場所 農林水産省７階講堂  

３） 参加者数 204 人  

（２）第 2 回セミナー  

１） 開 催 日 平成 27 年２月 13 日（金）14 時～16 時  

２） 開催場所 三番町分庁舎会議室  

３） 参加者数 27 人  

（３）結果  

１） アンケート結果概要  

 

以下、事業者向けセミナーのアンケート結果の概要を示す。 

 

 

①   御社で販売している健康食品について、「健康食品の自主情報開示基本事項」に規定

する情報開示事項を満たすことが可能ですか？（n=177）  

18％ 27％ 10％ 35％ 

全ての商品で可能  一部の商品について可

能  

難しい わからない 

製品企画から管理（製

造・製品）等に厳しい姿

勢で、情報開示はいつ

でも出来るように用意し

ている。 

成分を規格化できる原

料を使った商品は可能

だが、規格化できない

原料もあるため（天然物

をしようしているため含

有量が安定しない。有

用成分が何か分かって

いないものもある） 

スペースの問題で容器

包装に表示するのは難

し い 。 GAP 、 ISO 、

HACCP などは表示しや

すいが、それらの認証を

受けていない場合、どの

ように表示すればよいの

だろう。 

有用成分の定義等内

容が未整備なため 
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②  今後、自社の健康食品の販売に当たって、「健康食品の自主情報開示基本事項」に示し

た事項について情報開示したいと思いますか？（n=177） 

20％ 22％ 5％ 43％ 

全ての商品で行いたい 一部の商品で行いたい 行うつもりはない わからない 

特保や機能性表示の

商品以外のいわゆる健

康食品においては消費

者に伝えられる情報が

限られているため、出来

るかぎり多くの商品に表

示をして分かりすく商品

をお求め頂きたい。 

例えば、GMP を容器包

装に表示しようとすると

費用が発生する。（製

品 GMP 申請費用・マー

ク使用料）従って、費用

対効果によって表示す

るかしないかを決める。

品質の差を表示出来る

機会になる。（他社との

差別化） 

機能性表示とのすみわ

けを行い、消費者庁と

連携して進めるべきであ

る。 

有用成分の表示は賛

成ですが、㎎と記載して

も、効能のガイドライン

が一般消費者に伝達で

きなければ意味が無く

なる。 

 

③  消費者が健康食品を選ぶ上で、安全性に関する情報を簡単に入手できることは製品を選択

する目安になると思いますか？（n=177） 

64％ 5％ 27％ 

はい いいえ どちらともいえない 

食の安心と安全についての情報

は、消費者が商品選択をする上

での重要な情報の１つであると思

うから  食の安全は基本である。

安全性を担保する品質基準の

裏にある GMP（GMP とは何か？

消費者に分かりやすく伝える必

要がある。）等について、消費者

への情報発信が必要と思う。 

消費者は結局、マスコミや芸能

人などの”トレンド”情報を信じき

ってしまう傾向にあり、一企業が

細々と安全性情報を開示したと

しても、どのくらいの割合の人が

ふり向くか不明。←統計的なデ

ータが欲しい（国として）  

一般的には消費者は安全性を１

００％か０％かで判断し、間があ

るとの感覚が弱い。（入手できる

となったら当然のごとく要求する

であろうが、目安にはしない）  
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④  消費者が健康食品を選ぶ上で、健康の保持増進に資する原料・成分とその含有量の情報を

簡単に入手できることは製品を選択する目安になると思いますか？（n=177） 

66％ 3％ 27％ 

はい いいえ どちらともいえない 

成分量が多ければ多いほど、お

得感を感じるから。従って、成分

量と成分名はセットで表示しない

と意味がない。又賞味期限内の

成分量保証をされているかも課

題だと思う。 

現在は原材料の表示順での多

いか少ないか予測しているが、含

有量が書いてあれば、製品選択

の目安になる。インターネット普

及により、消費者の情報量は増

えていると思います。企業などの

私絡みの無い WEB サイトで、消

費者への有用成分に対する情

報発信の仕組みを作っていただ

きたい。 

 ある程度知識のある健康食品マ

ニアの消費者には参考になる

が、一般的な消費者としては目

安にならない。成分名だけでは、

１番知りたい効能効果が理解で

きないため。  

 

⑤  「健康食品の自主情報開示基本事項」を今後どのように活用していけばよいと思います

か？（n=177） 

 

36％ 15％ 19％ 12％ 

事業者の自主基準  マークを付して認証

（二者認証） 

マークを付して認証

（第三者認証） 

その他  

第三者認証は費用が嵩み、事業

者にメリットがない。（サプリメント

GMP 除く）。第二者認証はいい

加減な事業者を排除できず、消

費者への不利益が生じるという意

味でより悪い。安全性の確保を

前提に事業者の自主基準とし

て、日本の加工食品に多様性を

持たせるべき。既にマーク（トク

ホ・条件付トクホ・JHFA の GMP・

JHFSの GMP・SS・HQ等）が数多

くあるので、これ以上増やすべき

ではない。（消費者にわかりにく

い）許可事業を増やすべきでは

ない。門戸の広い事を考えるな

ら、認証は逆行する。 

自主基準となると、表

示だけの粗悪品発生

の恐れがあるため、最

低限、二者認証を求め

る。安全性の確保のた

めに、どの内容（検査・

診断項目）をどのように

（検査方法）行うのかを

構築（ルール作り）する

必要があると思う。 

容 器 法 、 JAHFA,有

機 JAS、FSC、etc 既

に様々なマークが出

ている中、マークを増

やすなら、認知度 を

高く、しっかりとしたも

のにしてほしい。商品

識別するためにマー

クは必要だと思う。マ

ークを認知してもらう

情報発信活動を積極

的に実施して頂きた

い。 

消費者庁の機能

性表示法に一本

化するべきだと考

える。消費者にと

ってのメリットがあ

る と は 考 え に く

い。 
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○「事業者セミナーアンケート自由記述の概要」  

  

参加者の約３割の方が自由記述に記載をいただいた。以下その概要を示す。 

●「安全性・品質に関する情報開示は、消費者にとって有益である。含有量については、

現行の規制や、他の関係法規との兼ね合いが難しいと思う。  

効果・効能以外で消費者が製品を選ぶ際の役立つ情報を今一度考え直す必要があると

思う。その際には消費者に分かりやすい情報開示が大事。」  

●「現時点でも包装表示には書くべき項目が数多くあり、消費者の可読性を上げること

に非常に苦心している。「健康食品の自主情報開示の基本的事項とその手法（案）」では

是非、「表示項目を増やす、詰め込む」のではなく、消費者の読みやすさ、生産者の表示

しやすさを検討してほしい」  

●本日のセミナーの中で『コストのかけられない企業』への理解があり安心した。」  

●「第一に消費者目線で分かり易いルールにして欲しい。他の官庁であろうとも、横の

ルール規則と整合性をよく確認されたい。トクホ、機能性表示とも同じ法体系で扱われ

るべき。」  

●「消費者が信じて買える手助けになるものにして欲しい。いかがわしいものの手助け

になるようなものにはしないで欲しい。いかがわしいものの排除に役立てられるものに

して欲しい。」  

●「中小、零細企業でも良い製品は評価していただける事を期待したい。消費者の方も

企業にもメリットのある情報開示内容を前向きに考えていきたい。」  

●「『有用』と言えば必ず多くが機能性に通じる。消費者にとっては○○が○ｍｇ入って

いるので、含有量からいうと機能性を表示した食品と同じだという錯誤を与える。経時

劣化の早いものや原料が同じでも地域差で毒性の異なるものの範囲をどう決めるのか？

ルチンを含むソバを打つソバ屋に GMP を求めるのはナンセンス、その範囲をどうする

のか。」  

●「これ以上の包装表記が増えればミスも増える。小さな間違いでも回収廃棄となる。

これ以上日本国内でのムダを増すことがないようにして欲しい。」  

●「安全の連呼があったけど安全とは何だろう。まったく害のない高圧減菌されたベビ

ーフード食品の中に羽虫のかけらでも回収ですてる。卸売業に居ると廃棄の多さを目の

当たりにする。経済性も考慮した制度を求める。」  
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２）セミナーでの質疑応答の概要  

 

 セミナーに参加した事業者からは、以下のような意見が出た。  

 

● 消費者から「この成分は何に効くのか」と聞かれた場合、企業として消費者にどう回

答すれば良いか、運用方法を定めてほしい。  

● 情報の開示は統一的にどこまで出来るか、A 社は出来るがノウハウの問題で B 社は出

来ないなど、どこまで出来るのかは健康食品という大括りでは決められない。従って、

具体的に食品を特定するとか、グループを特定してその中で議論をし、ご指摘の様な方

向で情報開示出来るように頑張りたい。  

● GMP、原材料表示、アレルギー表示、栄養成分表示５項目、容器リサイクル等の表示

を行うには限界があり、お客様の目も限界であるため、表示の読みやすさへの要望があ

る。  

● 現行の健康食品は安全性の基準が未熟であり、開示できるような内容になっていない

のではないか。  

● データ収集のコスト等の問題が挙げられ、どうやって品質に関する情報の開示を行い、

安全性を担保するのか。  

 

 
2 月 4 日のセミナーの様子 
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第２節 消費者向けセミナー 

 

第１項 消費者向けセミナーの概要  

 

消費者向けセミナーを以下のとおり開催した。  

（１）第 1 回セミナー  

１） 開 催 日 平成 27 年２月 25 日（水）10 時～12 時  

２） 開催場所 三番町分庁舎会議室  

３） 参加者数 12 人  

（２）第 2 回セミナー  

１） 開 催 日 平成 27 年２月 25 日（水）14 時～16 時  

２） 開催場所 三番町分庁舎会議室  

３） 参加者数 17 人  

（３）結果  

１） アンケート結果概要  

 

以下、消費者向けセミナーのアンケート結果の概要を示す。  

 

 

 

①  ご自身の健康についてどのような心配がありますか？（n=29）  

26％ 22％ 44％ 

現在、持病を抱えている 将来、病気になる恐れ 心配はない 

 

 

 現在、持病を抱えている病名の記述されたもの 

  記述内容  選択肢  

1 高脂血症、高血圧症  （現在、持病を抱えている） 

2 高血圧  （現在、持病を抱えている）  

3 花粉症  （現在、持病を抱えている）  

4 高血圧症  （現在、持病を抱えている）  

5 アレルギー （現在、持病を抱えている）  

 

 将来、病気になる恐れ病名の記述されたもの 

  記述内容  選択肢  

1 ガン、糖尿病  （将来、病気になる恐れ）  

2 老化による身体の不調。農薬がどれだけ身体に影響するか。  （将来、病気になる恐れ）  

3 脳梗塞  （将来、病気になる恐れ）  

4 胃炎  （将来、病気になる恐れ）  
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②  普段の生活の中で、どのくらいの頻度で健康食品を利用していますか？（n=29） 

15％ 11％ 4％ 40％ 30％ 

ほぼ毎日利用して

いる 

１週間に２～３日程

度利用している 

頻度は少ないが定

期的に利用してい

る 

定期的に利用は

していないが、自

身の健康状態に

応じて利用するこ

とがある 

ほとんど利用して

いない 

 

③  普段の食事の他に健康食品を利用することは健康上、意味のあることだと思います

か？（n=29） 

44％ 12％ 44％ 

はい いいえ どちらともいえない 

普通の食事では十分摂れない

成分について、手軽に、食事に

影響なく摂取できるメリットは大き

い。医薬品よりも利用しやすく、

セルフメディケーションの推進に

つながると思う。 

 バランスよく食べれば必要ではな

いがそれが難しい。適切な利用

をする場合には、意味があるとい

えるが、消費者の多くは専門的

な知識を持っていないため、過

剰摂取や特定のものに偏って摂

取してしまうことがおおいに考え

られるため。 

 

④ 健康食品を選ぶ上で、安全性に関する情報を簡単に入手できることは製品を選択する

目安になりますか？（n=29） 

77％ 4％ 19％ 

はい いいえ どちらともいえない 

安全であることが第一条件。ただ

何をもって安全とするか根拠は

必要。間単に詳しい情報が入手

できれば考慮しようという意識を

持つようになると思われるため。 

最近の食の安全を脅かすニュー

スによって、国民の食への安全

性への意識が高まっているから。

原料や製品に含まれる成分が及

ぼし得る悪影響というリスクと効

果を天秤にかけて選択する人は

多いと思われる。成分デメリットに

ついての方がより書いて欲しい。

安全性のみならず、いろいろな

情報を得ることは、簡単では無い

為、いち早く知るには必要不可

欠・・・！ 

 有効成分に関する知識の個人

差や品質、衛生管理の会社ごと

のバラつき等もあると考えるから。

安全性に関わる情報は膨大で

読みにくい。又は、全部ではなく

極一部で信じきれない物もある

為。 
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⑤ 健康食品を選ぶ上で、健康の保持増進に資する原料・成分とその含有量の情報を簡単

に入手できることは製品を選択する目安になりますか？（n=29） 

63％ 4％ 33％ 

はい いいえ どちらともいえない 

健康食品に限らず、食品の原料

は知っていたい。原産地、原産

国名なども必要。特定の栄養を

摂取する以上、成分、含有量の

情報についても知っていたい。 

他製品と比較したり、摂取基準と

照らし合わせたりできる。 

企業 HP などによる、効果・効能

の宣伝を鵜呑みにせず、多くの

情報があることで有効か判断で

きる。 

摂取量は有効性が発現する重

要な因子であり、その情報は必

須。原料、成分は当然。 

 含有量だけでは必要な量なのか

わからない。 

含有量とともに、味も重要だと考

える。 

成分の効果がわかるようにしてほ

しい。 

類似製品との比較が可能になる

という点では利用できるが、その

成分に対する知識が少なけれ

ば、結局どれを選んでよいか、明

確に判断しずらいため。 

 

 

⑥  「健康食品の自主情報開示基本事項」を今後どのように活用していけばよいと思いま

すか？（n=29） 

15％ 18％ 37％ 15％ 

事業者の自主基準  「健康食品の自主情報

開示基本事項」に沿っ

た商品にマークを付し

て認証（商品の提供事

業者による認証） 

「健康食品の自主情報

開示基本事項」に沿っ

た商品にマークを付して

認証（第三者機関によ

る認証） 

その他  
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○ 消費者セミナーアンケート自由記述の概要  

 

 自由記述に記載をいただいた概要を以下に示す。  

 

●「健康食品の自主情報開示基本事項とその手法（案）」では、開示された情報を消費者

が読み解けるレベルにした形で、開示されないと意味をなさない。開示データをわか

りやすくすることを考えていただきたい。  

●定義、正式名称の開示することは重要であり、「健康食品」含めて決めてほしい。トク

ホでも「関与成分」「保険の用途」など、聞きなれない用語が多い。  

●知りたい情報は品質、安全性よりも有効性である。Web 等情報が氾濫する中で、一般

的な情報でよいので、信頼できる情報源として「健康食品の自主情報開示基本事項と

その手法（案）」を活用いただきたい。  

●消費者が事実よりも過大にその食品を評価することがないように表示してほしい。  

●消費者が有用成分の過剰接収によって健康を害すケースも少なからず存在すると思う

ので、上限量も設定、記載するとよいと思う。摂りすぎの危険性をきちんと記載して

ほしい。  

●医薬品ではないという表記も必要だと感じた。成分の有用が”より明確”に表記でき

るよう法律を変えることも検討するべきかと思った。  

●健康食品の定義・基準をはっきり決めてほしいと思った。有用成分量を表示する事は、

成分を勉強するに当たっての最低限のマナーと考える。健康食品の場合、過剰摂取の

懸念もある為、1 日摂取 or 推奨量等も併記されるとより良い表示になると考える。  
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２）セミナーでの質疑応答の概要  

 

セミナーに参加した事業者からは、以下のような意見が出た。  

 

● 摂取量とか効能が製品ラベルでわからない。健康食品の摂取目安量や過剰摂取した際

の健康に対する影響情報が必要と思う。 

● 色々な情報があらゆる手段で入手できるが、どれが正しいのか判らない。商品を購入

したい人が一目でわかるような情報が必要と思う。 

● 一般消費者の立場で言えば、その商品を作っている企業の HP を調べるので、ラベルに

表示できない情報を HP に載せられたら便利だと思う。 

● マークと言うと意味よりもデザイン的に見てしまう。商品のネーミングを含めトクホ

のマークなどが商品に添付されていることで、機能されているかどうかは怪しい感じがす

る。 

● 自分の家族や友人はマークの意味を知らない。マークがイラストなのかデザインなの

か、或いは企業のマークなのかよく判らないという声を聞く。いわゆる健康食品の中に二

つ大きな流れがあり、サプリメント等は何かの成分が強化されたものだが、トマトジュー

スのリコピン等は、強化されたものではなく、もともとトマトに含有されているもので、

それを期待して飲むわけではない。 

● 大学の授業でトクホなどを学んだが、自分の知識が偏っていたと実感した。一般の方

で専門知識を持っている人は、ごく一部であろうと思い、どんな人でもわかるように表示

するのが課題であり大切だと思う。また、国際表示の統一性が図られていないと学んだが、

統一化が出来るとよいと考える。 

● サプリメントの形をしているものについて効果があるのなら、機能性食品やらトクホ

なりきちんと検証されたものでやっていただきたいと思う。効果がきちんと謳えないが、

毒はないと仰るものにお金払って買ってくださいというのが、ちょっと良く分からないと

いう気がする。 

● TV の広告で、「これは個人の感想です、感想だから個人差があります」と書いてある

のを見て納得しなさい、といわれても、あんなふうにきれいになれるのかなと思うけれど

も、感想であって、ああいった広告自体ちょっと人をだまそうとしているように見えてし

まう。もし、効果があるのなら、それは何かが作用したから効果があるのであって、それ

は副作用も絶対あるのではないかと思う。デメリット情報がきちんと記載されない限り、

これだけだと、この有用成分の記載は本当に考えていかないという気がする。 

● 含有量の単位で、小さい単位で大きな数字で出す事が多いと思う。例えば１ｇよりは

１０００ｍｇとか。数字が大きいと、さもいっぱい入っているというような感じがして、

何か効くのではないかという、ちょっと誤認を与えるのではという気がしている。有効数

字という考えで、４桁以上は書いてはいけないとか決めて頂きたい。 

●_衛生管理の方法を記載するというのは、きちんとしているとか企業のアピールにもなる

のでこの点は良いのかなと思うが、管理をするにはコストも掛かるので、ちょっと中小零

細企業にはこのガイドライン一部きつかったりするのではないかなとも感じた。 

●_そもそもはバランスの取れた食事をするならそれでよいと思った。バランスを欠いた食

事に補填する意味合いで、健康食品があると考える。 
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安全性について 

 

● 体に害を及ぼす成分については、個人差を多めに見積って基準値を設定していると学

んだが、有効成分に関しても、吸収率、有効に利用できるか、排泄の量はどうかなど、年

代や性別など個人差があると学んだ。どの成分も 100%有効だとは言えないので、判りやす

く一般の人でも知る機会が出来たら良いのではないかと思う。 

● 有用成分と有効ということが全く違うということが、消費者にはわかりにくい。体に

良いという効能効果がある様に見える書き振りがとても多い。有用成分ということについ

て、消費者が何を期待するかといえば、やはり自分の今抱えている健康問題に何らかの作

用をして、軽減されるということ。最も知りたいのは、有用成分の定義で、また何グラム

入っていることに対して、これがどういう意味があるのか教えてほしい。さらに、原材料

の調達について、やはり国内だけではなくて海外からの輸入品もあるので、その辺の安全

性、衛生上の問題をどうやってクリアしていただけるのか。 

● 掲載して頂きたい項目として、注意喚起表示。特に日本の場合高齢化が進んでいるの

で、医薬品との相互作用について、ここはやはり非常に重要ではないかと思う。病院等で

は、健康食品を利用していても医師等が健康食品に対する情報が少ない。相互作用につい

ても情報がもっと利用できる制度も必要と考える。こういったガイドラインを進めていく

ということは、バラバラなものを統一するということで、これは非常に有用なことではな

いかと思う。 

● 消費者としては、どういうものにどういう効果があるのかが一番知りたいところ。実

際それができないので有効成分の名称や含有量の表示をしても、実際の所、具体的な効果

がわからなければ、含有量を知っても全然意味がない。ただ、健康食品は即効性もなく大

きな効果がない反面、体にそんなに害はないというイメージがあったが、新聞などを読む

と、摂取量とか食べ合わせによっても良くないとあるので、こういうことはぜひ知りたい。  

● 栄養素の過剰摂取が問題視されていると思うが、その有用成分の過剰摂取によって、

健康を害するというケースはあるか。健康食品等で消費者が過信し摂り過ぎて、健康を害

するケースは実際に存在するのか。 

● 商品には、摂り過ぎることによって、体、健康に害するという事も、きちんと記載し

てほしい。健康食品という名前自体、その食品だから安全という上に、さらに健康という

名前がついているので、いくら摂っても大丈夫だろうという認識が、消費者は少なからず

あると思うので、その辺はきちんと記載しほしいと思う。 

● 有用成分が、本当に効いているのかよくわからない。やはり、効くという広告を見て

飲んでいる人達も、プラセボとかもあって本当に効果があったとしても、その成分のせい

ではないかもしれないということもあり、紛らわしくて大変なのではないかと思う。やは

り危険性の表示というのが、あったほうがいいのではと考える。  
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第４章 健康食品の自主情報開示基本事項とその手法（案）に対してあげられ

た課題 

 

 第２章で示した健康食品の自主情報開示基本事項とその手法（案）に関し、これまで実

施してきたセミナー、アンケート等を通じて、次のような課題があげられた。  

 

第１節 有用成分の定義 

セミナー及びアンケートにおいて、有用成分については、その定義を明らかにすべきと

いった意見をいただいたところである。  

有用成分のみならず、日本ではこれまで「サプリメント」、「いわゆる健康食品」の分野

においての定義がなかった。薬瓶に入った錠剤やカプセルのような形状のものも、あるい

はヨーグルトやそば、お茶やジュースなどの一般食品の形状であっても、「健康に役立つ」

という認識や訴求があれば、メーカー、あるいはユーザーが任意に「サプリメント」や「健

康食品」と捉えてきた。  

ただし、これら「食品」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」（以下「薬機法」という。）の第２条の「医薬品」の定義により、この定義に

抵触してはならない、という規定がある。  

（「薬機法」抜粋）  

（定義）  

第２条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。  

一 日本薬局方に収められている物  

二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であ

つて、機械器具等（機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム（電子計

算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをい

う。以下同じ。）及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。）でないもの（医薬部外

品及び再生医療等製品を除く。）  

三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつ

て、機械器具等でないもの（医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。）  

 

医薬品か食品かの線引きは、厚生労働省が定める「食薬区分」に依るが、上記の定義に

より「医薬品」ではない「食品」は、疾病の診断、治療又は予防に使用されることを目的

にしてはならず、また身体の構造又は機能に影響を及ぼすことを目的としてもならないと

いう解釈になる。  

しかし現状では、一般消費者において、たとえば錠剤やカプセルのサプリメントを「食

品」と捉えるのには多少の違和感を持っていることや、また生活習慣病の要因に関わるい

くつかの症状に対し、「薬」の代用として「サプリメント」での改善、あるいは治療を目的

に用いる事例も多い（平成２４年、消費者委員会のアンケート調査によると、「医療機関へ

の受診等をすることなく、健康食品で不健康な状態を改善しようとした経験がある者は約

４割。生活習慣病の方など、特に食品の安全性や健康状態に配慮する必要があるとされる

者では、約５割がそうした経験を持つ」と報告している）。  

こうした誤解、誤用を正すためにも、まずは、「サプリメント」、「いわゆる健康食品」と

されている食品の定義づけがなされる必要があるのではないかと考える。こうした議論の

中で有用成分についても明確な定義付けがなされていくものと期待している。  
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第２節 科学的根拠の必要性 

有用成分に関しては、その科学的根拠の確からしさといったものをにわかに一般の消費

者が情報を得て、自分で理解し、自分にとって必要か否かを判断するといったことが難し

い状況にある。これには、有用成分に関する信頼でき、かつ、消費者にとってもわかりや

すいデータベースが存在しないことがあげられる。  

また、様々な法規制によって直接商品に有用成分の効果効能を記載することができない。

しかし、だからといって、事業者が自ら販売する健康食品の有用成分に関する科学的根拠

を研究しなくてよいということにはならない。事業者には販売する商品に含まれる有用成

分についての科学的根拠を実証することが求められる。  

日本では「科学的根拠に基づいて安全性・有効性を有する食品は許可を受けることが可

能」として「特定保健用食品（通称、トクホ）」がある。まずは、例えば「脂肪の吸収を抑

える」と表示された文言が、どのような科学的根拠で、どれくらいの数のヒト臨床試験が

行われ、どのような結果だったのか、というような情報をきちんと理解し、読み解ける力

を多くの消費者が持てるような環境整備が必要である。  

 

第３節 見えにくい「品質」と「安全性」 

GMP、HACCP、 ISO22000、FSSC22000、JHFA、「健康食品安全性自主点検認証」等

の認証制度があるが、現状では、健康食品を購入する際に参考にする情報として「行政機

関の提供する安全性等に関する情報」を参考にしたと選択したのは  12％で  あり、必ずし

も十分に利用されているとは言えない。（※１ )つまり、「安全性」「品質」への消費者意識

は高いが、それを評価するさまざまな制度に関する情報提供が十分なされておらず、かつ、

消費者にとってこれらの制度はまだまだなじみなうすいことから、食品選択の要素となり

得ていないということだ。  

こうした制度、表示、あるいはマークの意味や役割をいかに正しく理解し、適正な食品

選択に活かすことができるかという課題について、改めて検討する必要がある。  

※１：平成  24 年５月  消  費  者  委  員  会による  

 「消費者の「健康食品」の利用に関する  実態調査（アンケート調査）」より  

 

第４節 消費者向け情報提供 海外の事例  

 第 1 節から第 3 節では日本における課題をあげてきたが、海外ではどうなっているのか

をここではみていきたい。  

米国は、 1994 年にダイエタリーサプリメント (健康補助食品 )に関する法律 (Dietary 

Supplement Health and Education Act, DSHEA)を制定し、ここでダイエタリーサプリメ

ントの定義を決め、安全性を基本として、食品の有用性に対して非常に自由度の高い表示

制度を定めた。その後も数年ごとに新たな関連法律を追加制定し、科学的な裏づけの考え

方を示し、製造品質管理の基準を義務化し、これにより製造から市販後まで、一貫して安

全性の確保を行っている。米国食品医薬品局 (FDA)は、安全性と品質に責任があり、非常

に厳しく管理している。Education という単語が法律の名前に入っているように、消費者

の啓発教育がこの法律の基本的な概念になっている。この DSHEA の制定からこれまで 20

年間の発展の中、素材や製品の改良も伴い、より消費者の利にかなった良い状況を作り出

してきている。  

米国のダイエタリーサプリメント制度には、以下に示す大きな 4 分野の構成要素があり、

一つ欠けても成り立たない、という概念が制度の根底に流れている：  
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（１）成分や原料の安全性 -  製品中の成分の安全性の確保 

（２）製造基準 – 品質の確保 

（３）表示とクレーム- 表示は正確で真実であり、成分は効果があること 

（４）有害作用報告 – 製品の安全性は市販後調査でモニターされている 

構造機能を表示する条件として、医薬品と区別するため、診断する、予防するなど病気

を治療するようなものではないという文言の制限がある。体の構造や機能を刺激する、維

持する、支援する、補助する、調節するなどの文言で、体の組織、機能、臓器に関する表

現は表示できることになっている。また、自然な状態の変化に伴う体調の機能障害の中で、

一般的で重篤でないものは疾病として扱わないこととされている（例：つわり、月経周期

に伴うおだやかな気分の変調や腹痛、老化に伴う記憶力の問題）。さらに、ＦＤＡは、一過

性の体の変化に伴う症状の緩和（例：急激な運動をして起こる一時的な炎症症状）に対し

て効果があるものは、科学的に裏付けがあれば抗炎症効果を言っても良いとしている。構

造機能表示に関する指針として、2009 年に臨床試験の重要性を強調する法律が出された。

この中では、表示や暗示している表示について理解をし、表示を含むすべての表示全体に

ついても実証が必要となる。また、人の臨床試験が重要視されており、Randomized Clinical 

Trial (RCT)が最も望ましいとされている。子ども向けの製品であれば子供を対象にした臨

床試験が要求されている。包装容器への表示に関する規制の下で、表記には、植物であれ

ば、そのラテン学名、植物のどこの部位(例えば、根、葉、実など)を使ったか、摂取量当

たりの用量、1 日の必要摂取量などを明記しなければいけない。また、ダイエタリーサプ

リメントとして使って、どの様な機能性効果があるか、ということとともに、断り書きが

必ず必要で、「ＦＤＡから評価をされていない」「病気の予防や治療目的ではない」などと

表示することが義務化されている。 

サプリメントの源流は自然食品や有機食品(オーガニック)に由来しているが、米国でダ

イエタリーサプリメントの市場が大きくなった主要な要因の１つは、メディアの力が大き

かった。1994 年に法律(DSHEA)ができた前後にかけて、メディアが非常に協力的で、消費

者の理解促進と市場を盛り上げることに役だった。新聞、雑誌による報道は大きな効果を

示し、種々の雑誌も発刊された。また、日本の医療・健康保険制度と異なり、民間保険制

度で、保険料や医療費が高く、罹患しないように努める一環で、サプリメントの摂取が進

んだことも要因として考えられる。それによって米国の人たちが自分たちの健康は自分た

ちで守る気持ちが強くなってヘルスブームが起こった。メディアが健康食品やサプリメン

ト、あるいは全体の食事に関する啓蒙活動に大きく貢献した。 

1994 年に DSHEA ができ、当初約 8,000 億円位であった市場規模が、2012 年現在で 3 兆

2500 億円と、20 年近い間に約 4 倍に拡大している。日本と米国の上位 15 位までのサプリ

メントの比較では、米国はマルチビタミンがトップで 25％を占めており、プロテインや食

事療法のための代用食などの分野の製品が非常に多い。一方、日本では、各素材ごとの単

一製品が主流である。 

米国消費者のサプリメントの使用目的調査（DSHEA 制定 3～4 年後の 1997～98 年の調査

結果）では、2～5 割の人たちが病気の治療や予防、健康増進のために摂取したいと返事を

している。また、実際 65～79％の人たちが、安全性が高いと思っている。2014 年 8 月の調

査では、実際にサプリメントを摂取している人たちは、平均 68%となっており、20 年近く

の間に約 20%以上の人たちがサプリメント愛用者になっている。 

サプリメントによる重篤な有害作用報告は、年間 1,000 例位で、たばこに起因するもの

が 40 万例、医薬品に起因するものが 10 万例くらいあるので桁違いに有害作用が少ない。
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米国政府当局が発行している、重篤な有害作用報告の実態調査報告によると、製品と健康

問題の間の因果関係を特定するのは困難とＦＤＡ自体が言っている。また、ビタミン、ミ

ネラルで有害作用が報告されているものは非常に少なく、ほとんどが他の素材を配合した

コンビネーション製品で、ビタミン、ミネラル以外のものによるものだった。ビタミン単

独の有害作用報告例は、5 年間でわずか 900 例であった。 

消費者は知識や情報のレベルの違いによって誤解を起こしやすい。ナチュラルとうたっ

ている製品は体に良いのではないか、同じ生薬/ハーブの製品は皆同じだろう、ラベルに表

示してある濃度はどの製品でも同じではないか、と思い誤解している人もいる。こうした

誤解を減らすためにも、啓発活動が必要であるとされている。DSHEA ができた後の 2-3 年

間、1995～97 年頃、前年比売上は 14-20%と非常に高い伸びをしている。このように過熱し

ている市場で、多様な製品が出てきたが、中には、安全性の検討が不十分な製品もあった。

このような中、当初こうした商品に好意的であったメディアも疑義を唱え、例えば、コン

シューマーレポート(広告を取らず購読料だけで運営している消費者の信頼度の高い雑誌)

も、サプリメントを含む代替・統合医療について、疑問を投げかかるような記事を掲載し

た。品質管理や裏付けなどが、あまり確かでないものが出てきたことに対し警笛を鳴らす

物であると考えられる。 

また、ダイエタリーサプリメントに関する法律である DSHEA の制定当初はＧＭＰ基準が

なく、米国は DSHEA 制定後 13 年たってから世界基準の cＧＭＰを義務化している。企業が

体力をつけるまで待っていたか、あるいは医薬品と異なる点が多いため管理が困難であっ

た恐れがある。米国でサプリメントを摂取している人の人口比は、定常的に５割以上を保

っており、医師のサプリメントに関する認知度は非常に高く、自らも摂取している医師が

多いとされている。 

米国では、さまざまな販売チャネルを通じてダイエタリーサプリメントが販売されてお

り、そういう中で、店舗によっては、食品に抗生物質やホルモンを使っていない、有機栽

培などを中心にしているなど、といったことが消費者に受け入れられてきている。義務化

はされていないが、そうした表示をすることで、市場で、消費者が自ら選択できるシステ

ムにしてマーケティング活動の一部として使われ、自由度の高い営業に繋がっている。様々

な販売形態で健康食品が販売されているが、販売店や販売企業の顧客サービスセンター、

あるいは代替医療やサプリメントに詳しい医師などから商品の説明を受けることができ、

相談にのってもらえることが、販売好調な理由の一つになっている。製品情報を聞くこと

ができると同時に、個人的な状態に合わせて製品選択の一助にしている。これを見ても消

費者啓発の重要性がよくわかり、DSHEA の E が消費者教育の意味であることが分かる。 

ダイエタリーサプリメントを使うと、どのくらい医療費の抑制になるか、検討した結果

が 2014 年秋に公表された。米国で、10 種類のサプリメントの原料に限定して調査した結

果、7 年間の累積で、5 兆円を超える額になっている(図１)。予防的に摂取を続けるという

前提はあるが、サプリメントによって医療費が削減される可能性は非常に大きい結果であ

る。日本では、12 年度の診療報酬改定で、ビタミン薬を単なる栄養補給目的での処方は保

険外とするように改め、医療費ベースで約 160 億円を削減したという報道もある。したが

って、日本でもこういった医療費抑制の可能性は大いにあると考える。 
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図１(米国栄養評議会調査資料による Smart Prevention – Health Care Cost Savings 

Resulting from the Targeted Use of Dietary Supplements 

http://www.crnusa.org/CRNfoundation/HCCS/chapters/CRNFrostSullivan-fullreport091

3.pdf) 

消費者向けの情報提供については、海外では、各種の無料サイトが用意されていて充実

している。例えば、英国では、National Health Services (NHS) (http://www.nhs.uk/Pa

ges/HomePage.aspx )、米国では、National Institute of Health (国立衛生研究所 , NI

H)が、Medline Plus (http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ )を提供してサプリメントや

医薬品など健康関連のいろいろな話題を集積して無料提供している。キーワードで検索で

きるようになっており、サプリメントも含む各種臨床試験の結果などを消費者向けに分か

りやすくまとめている。例として、図 4 にグルコサミンの臨床試験結果を示す (https://nc

cih.nih.gov/research/results/gait/qa.htm )。  
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図 2 英国 National Health Services (NHS)の情報  

(http://www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx) 

 

MedlinePlus は、米国衛生研究所(the National Institutes of Health（NIH）)が提供してい

るウェブサイトで、患者やその家族、友人など向けに作成されている。このサイトには、疾患

や健康の情報が分かりやすく解説されている。ラテン系の人々のためにスペイン語も用意され

ている。信頼でき、最新の情報がいつでもどこでも検索でき、無料である。疾患の処置に関す

る情報や、医薬品、サプリメントなどに関する情報も画像やイラストなどと共に提供されてい

る。最新の医学情報や研究結果にもリンクが張られていて、便利である。年間世界中から 1 億

5 千万人の閲覧がある。最近はスマホ用のアプリも出ているようだ。NIH が科学論文のデータ

ベースを作成し始めた時は、主に医療関係者や研究者向けであったが、90 年代からは、インタ

ーネットの普及に伴い、一般向けの情報もネットで提供するようになった。1998 年の 10 月か

らは、一般向けに MedlinePlus を開始し、非営利目的のオンライン情報提供を始めた。当

http://www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx
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初は、22 分野だったが、近年では 800 以上の分野に拡大している。英語とスペイン語を

中心として、40 か国語のサイトにリンクを張っている。2010 年には、米国顧客満足度指

標で 84 点を獲得している。以下表 1 に NIH が発表している利用者調査の結果を示す： 

表 1．Medline Plus の利用頻度 (http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/) 

 MedlinePlus 使用者  

(n=4,985) 

MedlinePlus  

ヒスパニック系の使用者  

(n=8,394) 

初めての使用者  35% 26% 

一日に一回以上使う人  5% 7% 

毎日  14% 20% 

一週間に一回くらい  22% 31% 

月一回くらい  17% 13% 

半年に一回かそれより

少ない  

7% 3% 

 

主たる利用目的  

 MedlinePlus 使用者  

(n=4,985) 

MedlinePlus  

ヒスパニック系の使用者  

(n=11,557)  

特定の疾患、症状、診

断や処置などの情報を

見つけるため  

51% 43% 

医薬品や処方薬などの

情報を見つけるため  

14% 8% 

健康のための情報を見

つけるため  

11% 18% 

その他  8% 2% 

最新の健康ニュースを

取得するため  

9% 15% 

代替医療やハーブ、サ

プリメントについて情

報を取得するため  

4% 8% 

医療関係者 (医師、歯科

医師、病院など )を探す

ため  

2% 1% 

医療関係の製品やサー

ビスを探すため  

1% 4% 
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図 3. 米国 NIH が作成している一般向けウェブサイト情報ページの Medline Plus 

(http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/) 
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図 4. グルコサミンの臨床試験結果を示した Medline Plus のページ

(https://nccih.nih.gov/research/results/gait/qa.htm 

 

米国農務省のホームページ (図 5) (http://www.cnpp.usda.gov/ )では、バランスのとれた食

事についての情報提供などにより食事指導も行っている。  
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図 5． 米国農務省のホームページ (http://www.cnpp.usda.gov/) 

 

また、民間では、WebMD (http://www.webmd.com/ )など、クイズ形式などで消費者が興

味を持って情報を得ることができるように飽きさせない工夫もされている。登録しておく

と、無料で週に数回最近の話題などをメールで送ってくる。  

 

WebMD は 1996 年に設立され、本社はニューヨーク市。医師が社長を務める会社で、

2009 年の社員数は 1400 名。WebMD は広告収入や第三者からの献金などによって運営さ

れている。医師や患者などに情報やサービスを提供している。インターネット以外でも雑

誌を発行し、85%の病院の待合室に置いている。米国内で 100 名以上の医師をネットワー

クに持ち、記載内容が常に最新で正確なものになるよう努めている。配信している情報は、  

 一般向け健康情報  

 医学情報や文献情報からデータベースを作成  

 医学的な画像やイラスト、アニメなど  

 特定の興味を持つ集団やグループ向けの情報提供  

 ウェブイベントの開催  
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 使用者の経験談  

 サイトと相互に交流できる形態  

 

こうしたサイトの情報は、サプリメントだけではなく、全般的な健康や栄養といっ

た分野を広く網羅して、サプリメントの使い方や位置づけ、医薬品との相互作用など

といった情報も含めて提供することで、消費者の啓蒙や教育に役立て、正しい使い方

の普及に努めている。  

以下、図 6 に米国栄養評議会が 2014 年 8 月に調査し、10 月に発表された米国のサ

プリメント使用者の意識調査の結果を示す。  
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図 6． 米国のサプリメント使用者の意識調査の結果 (米国栄養評議会調べ ) 

( http://www.crnusa.org/CRNconsumersurvey/2014/) 
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第５章 「健康食品の自主情報開示の基本的事項とその手法（案）」の今後に

ついて 

 

 第 2 章で示した「健康食品の自主情報開示基本事項とその手法（案）」（以下「手法案」

という。）については、事業者向けセミナー、消費者向けセミナーをそれぞれ２回開催し、

幅広い方々の意見をいただき、また、アンケートに協力をいただいた。これらの結果を踏

まえ、以下のとおり整理を行った。 

 

第１節 健康食品の情報開示への評価について 

 

（１）   消費者が健康食品を購入する際に参考とする情報としては、消費者委員会の

消費者の「健康食品」の利用に関する実態調査（アンケート調査）から、最も

多いのが「機能性（効能・効果）」、次いで「含有成分名及び含有成分量」、「原

材料」の順となっている（図 1）。  

（２）   一方、本事業における消費者向けセミナーにおいては、「有用な含有成分名や

その含有量」、「安全性（品質管理を含む）」、「原材料、添加物」、「原産地、原産

国」等の情報を開示すべきとする意見があった。  

（３）   また、事業者向けセミナーにおいては、消費者が求める情報を開示すること

は商品の販売促進に繋がるとする意見があったが、情報開示の方法に関しては

コスト面の問題、容器包装のスペースの制約、企業秘密や特許上の問題などが

あるとの意見もでた。  

（４）    上記のことから、健康食品の情報開示に関しては、「含有成分名、含有成分量」 

「原材料」、「安全性（品質管理）」についての情報を消費者に開示することは、

ある程度有効であると考えられる。なお、情報開示の手法に関しては、実態を

考慮して事業者の意見を十分に反映させる必要がある。  

（５）   この場合の情報開示項目「含有成分」、「原材料」、「安全性」に関しては、健

康食品というジャンルを勘案して、健康に資する成分、原材料、安全性に着目

した内容とすべきである。  

（６）   「手法（案）」を具体的に実行に移す場合に、事業者側からは各企業の自主性

に任せるべきとの意見が多かったが、消費者側からは第三者認証等により信頼

性を得るべきであるとの意見が多かった。第三者認証制度の導入は、事業者側

にとってコスト増につながるとの懸念があった。また、認証マーク等の表示は、

同一商品に多くのマークが氾濫し、消費者に対する認知度の問題もあり、逆に

消費者の混乱を助長するのではないかとの意見があった。  
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図１：消費者の「健康食品」の利用に関する実態調査（アンケート調査） 消費者委員会 

平成  24 年 5 月  

 

 

第２節 健康食品の適用範囲について 

 

（１）   健康食品とは「健康の保持増進に資する食品全般」と考えられていることから、  

当該「手法（案）」においては、特定成分を抽出・濃縮した錠剤・カプセル形態の

食品（サプリメント）や健康嗜好に特化した食品から健康の保持増進に資する一

般加工食品も適用範囲としてはどうかと考えられる。   

（２）  保健機能食品を「手法（案）」から外すことについては、概ね理解が得られたと考

えられる。  

（３）  ただし、有用成分の定義が明らかではなく、どこまでが適用範囲になるのかはさ

らなる検討が必要である。  
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第３節 健康食品の情報開示項目について 

  

（１）  有用成分等の名称及びその含有量又は原材料相当量について  

    消費者が求める「含有成分名」は、健康食品においては全ての含有成分ではなく、

当該健康食品の健康の保持増進に資する主たる有用な成分と解されるが、この場

合の「有用成分」については、定義が定められていないため、今後検討する必要

がある。  

     また、「等」については、次の「原材料相当量」を開示する場合に使用した配合原

材料名を意味する。  

（２）  その含有量又は原材料相当量について  

「含有量」の情報開示は、成分の適切な試験法が必須となるが、商品の成分分析、

定量試験にはコストの問題が存在する。  

    今後、使用原料の配合割合から成分含有量を換算する方法も検討する必要がある。 

    また、「原材料相当量」については、その正確性の担保や記録の保存等の品質管理

要件等も今後検討する必要がある。  

（３）  品質・衛生管理の方法について  

     消費者が求める情報として「安全性」が挙げられているが、この場合の「安全性」

は、健康食品の「有害性」若しくは「長期摂取による健康影響」と考えられる。  

     「品質・衛生管理」を徹底することにより、消費者の信頼を確保することが可能

と考えられるが、事業者の意見から、容器包装のスペースの問題や品質管理等の

認証を受けるコストの問題が指摘されているほか、開示した場合のメリットが不

明との意見もあり、今後慎重に検討する必要がある。  

（４）  消費者対応部門の連絡先について  

多くの事業者は、お客様相談室等を何らかの方法で情報開示している実態がある。

今後、どの様な連絡先の開示方法（Ｔｅｌ，Ｅ‐ｍａｉｌ等）が適切かを検討す

る必要がある。  

 

第４節 健康食品の情報開示方法について 

 

（１）  容器包装への表示による情報開示について  

     容器包装のスペースの問題や一括表示の問題等多くの課題があることから、今後、

個別具体的にその方法を検討する必要がある。  

（２）  容器包装への表示以外による情報開示について  

     この手法は、事業者側から最も期待されている項目であり、消費者側からもその 

方法・内容によっては極めて有益な情報源となるものと思われる。特に、有用

成分等の情報開示については、現行法規制の枠組みの中で慎重に検討を進めな

ければならない。  

 

第５節 今後の進め方について 

 

 これまで述べてきた課題を乗り越えるためには、関連する業界団体及び事業者

との連携・調整が必要である。今後、どのような検討を進めていけばよいかにつ

いて、今後関係業界とも調整していきたいと考えている。  
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消費者委員会が検討された報告書に「健康食品」の表示等のあり方に関する調査報告 

（※１）がある。 そこには「健康食品の情報開示に関して 健康の保持・増進には正し

い食生活の実行、適度の運動と休養が大切であり適切な関連情報の発信と、それらの情報

を自分のために活用できる指導や教育が必要である」と記されている。  

消費者は、有用性と安全性 に関心が高く、本報告書でも引用した消費者委員会の健康食品

の利用に関する実態調査（消費者の「健康食品」の利用に関する実態調査（アンケート調

査） 消  費  者  委  員  会 平成  24 年 5 月）で明らかであるが、同調査において「消費

者の健康食品を購入する際の情報収集」にあたっては、「インターネット」が 57％と最多

で、次いで「テレビ・ラジオの番組やコマーシャル」（44％）、「雑誌・新聞・書籍の記事や

広告」（29％）、「購入店舗」（22％）、「家族・友人・知人またはその紹介」（21％）、「チラシ・

ダイレクトメール・折り込み広告・フリーペーパー」（20％）と続く。「行政機関」からの

情報収集は１％と極めて低い。インターネットやテレビ・ラジオの CM は事業者側からの宣

伝用の情報発信である。この一方的な情報提供に対し消費者が不信感を抱いていることは、

本事業で実施した消費者セミナーでも聞かれた。  

また、消費者の意向に対する企業の考えを一般社団法人医療経済研究・社会保険福祉協

会が機能性食品の新たな素材を開発する際に重視する事項についてアンケート調査（※２）

をしているが、有効性と安全性が他の項目と比べ桁違いに多かった。  

消費者に対し事業者が健康食品やサプリメントを製造・販売する際に適切かつ分かりや

すい情報提供をすることは、同時に消費者の自主的かつ合理的な選択の機会を確保するこ

とにつながると考え、本事業を実施した。その趣旨には本事業で行った事業者セミナーで

も７割近い参加者が同意している。本報告書で海外の消費者への情報開示の状況について

記載した。こういった国際的な消費者行政の取組も参考に、消費者自身が様々な食品の特

性を理解し、正しい情報に基づき、適切に健康食品の利用について判断できる環境整備が

重要である。このことに、本報告書が少しでも役立てば幸いである。 

 

※１：消費者の「健康食品」の利用に関する実態調査（アンケート調査） 消 費 者 委 員 

会 平成 24 年５月 

 

※２「食品機能と健康」に関するアンケート報告書 

発行：財団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会 食品機能と健康ビジョン研究会 

 平成 21 年 11 月 
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付録  

 

【検討会委員名簿】 

   

太田 明一 検討委員 健康と食品懇話会相談役・株式会社キリン顧問 

天ヶ瀬 晴信 検討委員 在日米国商工会議所 ダイエタリーサプリメント委員長・薬学博士 

中嶋 茂 検討委員 社団法人日本予防医学会 副理事長・食の効能普及全国会議 会長 

木村 忠明 検討委員 株式会社ヘルスビジネスマガジン 会長 

後藤 典子 検討委員 社団法人食と健康協会 理事長 

河田 孝雄 検討委員 日経 BP 社 日経バイオテク シニアエディター 

宗像 守 検討委員 日本チェーンドラッグストア協会 事務総長  

吉岡 一彦 検討委員 薬業健康食品研究会 事務局代表実行委員 

（事務局） 

高山 勇 調 整 員 FTSSI 会長 IT サポートシステム 

淡路 正明 調 整 員 株式会社イッツコーポレーション 

久保田 康裕 調 整 員 株式会社イッツコーポレーション 

相良 和彦 調 整 員 エフシージー総合研究所 

梶谷 伸二 調 整 員 株式会社オプティマ 

万  毅 事 務 局 ライフ A 株式会社 

大野 耕太郎 事 務 局 株式会社オプティマ 

大野 好文 事 務 局 ユニゾン 

増田 和宏 事 務 局 グローバル･ライフ･エレメント 

田邉 真一 事 務 局 サイバーテクノロジーサービス 
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①　御社で販売している健康食品について、本ガイドラインに規定する情報開示事項を満たすこと

　が可能ですか？

□　全ての商品で可能 □　一部の商品について可能 □　難しい □　わからない

　それは何故ですか？

②　今後、自社の健康食品の販売に当たって、本ガイドラインに示した事項について情報開示した

　いと思いますか？
□　全ての商品について行いたい □　一部の商品について行いたい □　行うつもりはない □　わからない

　それは何故ですか？

③　消費者が健康食品を選ぶ上で、安全性に関する情報を簡単に入手できることは製品を選択す

　る目安になると思いますか？

□　はい　 □　いいえ □　どちらともいえない

　それは何故ですか？

④　消費者が健康食品を選ぶ上で、健康の保持増進に資する原料・成分とその含有量の情報を簡

　単に入手できることは製品を選択する目安になると思いますか？

□　はい　 □　いいえ □　どちらともいえない

　それは何故ですか？

⑤　本ガイドラインを今後どのように活用していけばよいと思いますか？

□　事業者の自主基準　 □　本ガイドラインに沿った商品にマークを付して認証（商品の提供事業者による認証）

□　本ガイドラインに沿った商品にマークを付して認証（第三者機関による認証） □　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　それは何故ですか？

⑥　御社では、どのような保健機能食品を取り扱っていますか？　今後の予定も含めて教えてください。

　（複数回答可）

□　特定保健用食品 □　栄養機能食品 □　取り扱っていない □　取り扱う予定はない
□　特定保健用食品（予定） □　栄養機能食品（予定） □　機能性表示食品（予定）

その他ご意見・ご要望をご自由にお書きください

アンケートへのご協力、ありがとうございました。

健康食品の情報開示自主ガイドラインについてのアンケート（事業者向け）

******　アンケート　*******************************************************************

この度は、シンポジウムにご参加いただき、誠にありがとうございました。

今後の改善のため皆さまからのご意見・ご要望をいただければ幸いです。

□にチェック並びに設問にご回答ください。アンケートは、お帰りの際にスタッフにお渡しください。
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①　ご自身の健康についてどのような心配がありますか？

□　現在、持病を抱えている（病名　　　　　　　　　　　　　　）　□　将来、病気になる恐れ（病名　　　　　　　　　　　　　）

□　心配はない

②　普段の生活の中で、どのくらいの頻度で健康食品を利用していますか？

□　ほぼ毎日利用している □　１週間に２～３日程度利用している □　頻度は少ないが定期的に利用している

□　定期的に利用はしていないが、自身の健康状態に応じて利用することがある □　ほとんど利用していない

③　普段の食事の他に健康食品を利用することは健康上、意味のあることだと思いますか？

□　はい　 □　いいえ □　どちらともいえない

　それは何故ですか？

④　健康食品を選ぶ上で、安全性に関する情報を簡単に入手できることは製品を選択する目安にな

　りますか？

□　はい　 □　いいえ □　どちらともいえない

　それは何故ですか？

⑤　健康食品を選ぶ上で、健康の保持増進に資する原料・成分とその含有量の情報を簡単に入手

　できることは製品を選択する目安になりますか？

□　はい　 □　いいえ □　どちらともいえない

　それは何故ですか？

⑥　本ガイドラインを今後どのように活用していけばよいと思いますか？

□　事業者の自主基準　 □　本ガイドラインに沿った商品にマークを付して認証（商品の提供事業者による認証）

□　本ガイドラインに沿った商品にマークを付して認証（第三者機関による認証） □　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　それは何故ですか？

⑦　健康食品を購入する上で重視することは何ですか？（複数選択可）

□　企業名　 □　表示内容 □　広告 □　トクホのマーク □　評判

□　値段 □　味 □　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他ご意見・ご要望をご自由にお書きください

アンケートへのご協力、ありがとうございました。

健康食品の情報開示自主ガイドラインについてのアンケート（消費者向け）

******　アンケート　*******************************************************************

この度は、シンポジウムにご参加いただき、誠にありがとうございました。

今後の改善のため皆さまからのご意見・ご要望をいただければ幸いです。

□にチェック並びに設問にご回答ください。アンケートは、お帰りの際にスタッフにお渡しください。

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

 

本報告書の問合せ先：  

食品トレーサビリティシステム標準化推進協議会  

〒141-0032 東京都品川区大崎３－５－２ ㈱オプティマ内 事務局  

事務局長 大野 耕太郎 TEL：03-3493-3832 FAX：03-3493-3855 

Email: kohno1959@gmail.com 
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