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日本栄養・食糧学会誌第 67巻第4号 177-184(2014) 

[里 ヌヨ
特定保健用食品の利用実態調査

千葉 剛氏I，佐藤陽子I， 中 西 朋 子I， 横 谷 馨 倫I，
狩野照誉l，鈴木祥菜l，梅垣敬ゴ1

(2013年 9月27日受付;2014年 1月6日受理)

要旨:特定保健用食品(特保)は食生活改善の目的として適切に利用することで効果が期待されうる。これ

まで，実際の利用目的，方法，効果の実感などの具体的内容については明らかになっていないためアンケー

ト調査を行った。利用目的として健康維持が多い一方で，病気の予防・治療に用いている利用者も認められ

た。約 4割の利用者が摂取目安量および摂取方法を知らない， もしくは守っておらず，ほとんどの利用者が

効果を実感できていなかった。一方，摂取目安量および、摂取方法を守っている利用者や，生活習慣を改善し

た利用者では，効果が実感できているという結果が得られた。また，服用している医薬品と同様の保健機能

を調った特保を利用している利用者もいた。本調査により，特保が適切に利用されておらず，疾病治療目的

に利用されていることが明らかとなったことから，安全かっ効果的に利用するためには，特保の性質を利用

者に認識してもらう必要性がある。

キーワード:特定保健用食品(特保)，利用法，生活習慣，医薬品，健康食品

食品の栄養面だけでなく，生体調節や防御作用といっ

た食品の「機能性」が着目されるようになると，市場に

はビタミン・ミネラルといった「栄養補給」だけでなく

「機能性」を掘った食品成分が数多く見られるようになっ

た。それに伴い，科学的根拠のない「いわゆる健康食品」

が問題となりつつあったことから，当時の厚生労働省は，

1991年に栄養改善法の一部を改正し保健機能が期待

できる表示を可能とした「特定保健用食品(特保)Jを

特別用途食品の一部として制度化した。 2001年にはビ

タミン・ミネラルの補給を目的とした規格基準型の栄養

機能食品が創設され，この栄養機能食品と特保を合わせ

た保健機能食品制度が制定された。その後，一部改正が

行われ，現在に至っている 1)。

いわゆる健康食品とは異なり，特保とは「身体の生理

学的機能や生物学的活動に影響を与える保健機能成分

(関与成分)を含んでおり，食生活において利用するこ

とで，特定の保健の目的が期待できる旨を表示する食品」

である。また，製品としてのヒトにおける安全性試験お

よび有効性試験が行われており，消費者庁によって保健

機能の表示が認可(承認)された製品である。特保の許

可要件のーっとして「食生活の改善が図られ，健康の維

持・増進に寄与することが期待できるものであることJ
とされている。このことからも，特保は，利用対象者が，

食生活の改善を前提としその上で，摂取目安量や摂取

*連絡者・別刷請求先 (E-mail:匂Tschiba@nih.go.jp)

方法を守って適切に利用することで，安全かつ，表示さ

れた保健機能が期待できるものと解釈できる。特保は，

2012年には，許可品目が 1，000品目を超え，現在もその

数は増加している。許可を受けても発売されていないも

のや，既に販売終了になったものもあるが，それでも多

くの製品が市場に出回っている。 2009年 11月にマーケ

テイングリサーチ会社の株式会社クロス・マーケティン

グが実施した調査2)によると，その認知度は 89.7%と9

割の人が特保を知っており，さらに， 47.8%が購入経験

があると答えている。

これまでに，特保の利用に関するアンケート調査は行

われているが3)4) そのいずれも調査内容は，特保の認

知度やイメージ，また，実際にどのような製品をどのよ

うな目的で利用しているのかなどであり，特保の許可要

件を踏まえて適切に利用されているか否かについての調

査はほとんどない。利用者が特保に過度な期待をして過

剰に利用していたか病者が特保の保健用途を治療効果

と誤解して，治療に用いているケースが考えられる。

2012年に難消化性デキストリンを配合した炭酸飲料が

発売され，当初の予想を上回る売れ行きを記録した。こ

の現象は本来の利用対象者ではない人(低年齢層など)

への利用拡大を示唆し乱用による健康被害の可能性が

否定できないことを示唆している。

消費者が特保を利用する際に参考にするのは，メー

l独立行政法人国立健康・栄養研究所情報センター (162-8636東京都新宿区戸山 1-23-1)
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カー側から提供されている宣伝と，製品に表示されてい

る内容である。宣伝の中には，特保を摂ってさえいれば，

乱れた食生活がなかったことになるような印象を与える

場合がある。特保には必ず. I食生活は，主食，主莱，

副菜を基本に，食事のバランスを。」と記載されている

のは，食生活を見直した上で，特保を利用してもらうた

めであるが，この表示は実際の商品では極めて小さく，

消費者がどれだけこの表示を見ているのかは定かでな

い。特保を摂取することにより，高血圧や高血糖が改善

するような印象を受ける場合もあるが，消費者の自己判

断で病気の治療に特保を利用したり，医薬品と併用する

ことによって，健康被害が生じる可能性も想定される。

特保は「生活習慣病等に“擢患する前の人"もしくは“境

界線上の人つのための製品であり，病者が対象ではない。

これらの事項は製品に摂取をする上での注意事項として

表示されているが，消費者が参照しているか否かは定か

でない。

本調査は，特保がどのような目的で， どのような使わ

れ方をしているのか，また，利用により本当に効果が実

感されているのか否かについて明らかにすることを目的

に実施した。

方 法

1.調査対象者

全国の 15歳以上のインターネット利用者(高校生を

除く)を対象に，インターネット調査会社(株式会社マ

クロミル)に依頼し特保の利用者のみに限定してアン

ケート調査を行った。調査会社登録モニタから男女比

1 : 1.年代構成は各年代で同程度とし，居住区は人口構

成比に基づいて抽出された 1，957名を対象とした。調査

会社のモニタは公募型で登録されたものであり，総モニ

タ数は 2013年7月時点で約 100万人である。不正回答

対策として. 6カ月に 1度のトラップ調査. 1年に 1度

のモニタ登録情報の必須更新を実施している。

本研究は(独)国立健康・栄養研究所研究倫理審査委

員会の承認を得て実施した (2013年6月18日承認)。

個人情報やプライパシー保護については，登録モニタと

調査会社との問で契約されており，完全に保護されてい

る。本研究への協力は，調査への回答をもって同意を得

たものとした。

2.調査期間

2013年7月23日-25日。

3.調査項目

年齢，性別，居住区，特保のイメージ，利用している

製品名， 目的，効果の実感，表示内容の確認の有無，摂

取方法，生活習慣の改善の有無，体調不良，医療機関の

受診状況，医薬品との併用，医療系の資格の有無につい

て設定した。利用している製品名は自由記述，その他の

項目は選択式とした。

4.統計処理

調査結果は百分率(%)で示した。必要に応じて頻度

の差はx2検定で解析した。統計処理は HALBAU7を用

い，両側検定にて有意水準 5%未満を有意とした。

虫士 EI3 
Iliロ フR

配信数 1，957名に対し，回収された 1，092名からの回

答を有効回答とし，解析に用いた(有効回収率 55.8%)。

1.回答者の属性

回答者は女性 50%(547名).男性 50%(545名)で，

15-19歳 (179名).20歳代 (181名).30歳代 (184名). 

40歳代 (184名).50歳代 (182名).60歳代以上 (182名)

であった。また，居住区は人口構成比に基づいて割付し，

北海道 (60名).東北地方 (84名).関東地方 (340名). 

中部地方 (192名).近畿地方 (168名).中園地方 (71名). 

四国地方 (48名).九州地方 (129名)であった。

また，医療系の資格の所有者は 6.1% (67名)で，主

な内訳は，看護師・准看護師 (19名).医療事務 (11名). 

医師 (7名).歯科衛生士 (7名).管理栄養士・栄養士 (4

名).薬剤師 (3名).その他 (16名)で、あった。

2.特定保健用食品のイメージ

特保へのイメージを尋ねた結果を表1に示した。「そ

う思う JIややそう思う」という回答を合わせると. 8 

割以上の利用者が「値段が高い」と思いつつも. I安心

感があるJI安全である」と考えていた。また，約 7割

の利用者が「効果が期待できる」と考えており，さらに

「薬と併用しでも大丈夫」と答えた利用者が約 4割.I薬
の代わりになる」と答えた利用者も 15%以上見受けられた。

3.利用している特定保健用食品

実際に利用している特保は 「食後の中性脂肪が上昇

しにくい，または体脂肪がつきにくい食品 (40.8%)J 

が最も多く，ついで「お腹の調子を整える食品 (34.4%)J

「コレステロールが高めの方に適する食品 (24.2%)Jの

順となっている。年代別に見てみると.10代および60

代以上では. Iお腹の調子を整える食品」が最も多いの

に対して. 20-50代では. I食後の中性脂肪が上昇しに

くい，または体脂肪がつきにくい食品」が最も多いとい

う結果であった(表 2)。具体的な製品名を見ると. Iお
腹の調子を整える食品」では様々な製品が利用されてい

たが. I食後の中性脂肪が上昇しにくい，または体脂肪

がつきにくい食品」では，そのほとんどが特定のお茶と

炭酸飲料で占められていた。

利用している製品数を尋ねたところ.1製品 (67.7%). 

2製品 (21.2%).3製品 (7.4%). 4製品(1.6%). 5製

品以上 (2.2%)であり，特保だけで 11製品を摂取して

いる利用者も見られた。また いわゆる健康食品につい

ても同様の質問を行ったところ，利用していない(48.4%).

l製品 (26.7%). 2製品(11.9%). 3製品 (7.0%).4 

製品(1.1%). 5製品以上 (4.9%)であった。特保とい

わゆる健康食品の併用について表3にまとめた。特保の
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表 1 特定保健用食品に対するイメージ

そう思う ややそう思う どちらでもない あまりそう思わない そう思わない

おいしい 143 (13.1) 418 (38.3) 411 (37.6) 111 (10.2) 9 (0.8) 
安心感がある 343 (31.4) 593 (54.3) 130 (11.9) 21 (1.9) 5 (0.5) 
安全で、ある 342 (31.3) 544 (49.8) 179 (16.4) 24 (2.2) 3 (0.3) 
値段が高い 431 (39.5) 473 (43.3) 160 (14.7) 24 (2.2) 4 (0.4) 
効果が期待できる 155 (14.2) 590 (54.0) 282 (25.8) 58 (5.3) 7 (0.6) 
薬の代わりになる 32 (2.9) 152 (13.9) 375 (34.3) 346 (3l.7) 187 (17.1) 
薬と併用しでも大丈夫 92 (8.4) 348 (31.8) 425 (38.9) 160 (14.6) 67 (6.1) 

単位:人数(%)。

表 2 年代別 特定保健用食品の種類

全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代以上 P 1i直

N 1，092 179 181 184 184 182 182 
お腹 376 (34.4) 75 (41.9) 57 (31.5) 57 (31.0) 54 (29.3) 61 (33.5) 72 (39.6) 0.065 
コレステロール 264 (24.2) 33 (18.4) 40 (22.1) 44 (23.9) 43 (23.4) 55 (30.2) 49 (26.9) 0.151 
血糖 167 (15.3) 15 (8.4) 22 (12.2) 25 (13.6) 34 (18.5) 27 (14.8) 44 (24.2) <0.001 
血圧 138 (12.6) 8 (4.5) 14 (7.7) 19 (10.3) 18 (9.8) 30 (16.5) 49 (26.9) <0.001 
中性脂肪 446 (40.8) 40 (22.3) 71 (39.2) 83 (45.1) 94 (51.1) 86 (47.3) 72 (39.6) <0.001 
11 丑， 66 (6.0) 7 (3.9) 6 (3.3) 4 (2.2) 11 (6.0) 17 (9.3) 21 (11.5) 0.001 
歯 106 (9.7) 13 (7.3) 20 (11.0) 15 (8.2) 19 (10.3) 17 (9.3) 22 (12.1) 0.641 
カルシウム 58 (5.3) 9 (5.0) 8 (4.4) 8 (4.3) 6 (3.3) 10 (5.5) 17 (9.3) 0.152 
そのf也 143 (13.1) 28 (15.6) 21 (11.6) 21 (11.4) 20 (10.9) 23 (12.6) 30 (16.5) 0.479 

単位:人数(%)。 ρ値はx2検定で解析した結果を不す。お腹:お腹の調子を整える食品。コレステロール:コレ

ステロールが高めの方に適する食品。血糖:食後の血糖値の上昇を緩やかにする食品。血圧:血圧が高めの方に適

する食品。中性脂肪・食後の中性脂肪が上昇しにくい，または体脂肪がつきにくい食品。骨:骨の健康維持に役立

つ食品。歯:歯の健康維持に役立つ食品。カルシウム:カルシウム等の吸収を高める食品。

表 3 特定保健用食品といわゆる健康食品の利用数

いわゆる健康食品

全体(1，092) なし I製品 2製品 3製品 4製品 5製品壬

特定保健用食品

l製品 739 (67.7) 395 (36.2) 214 (19.6) 72 (6.6) 35 (3.2) 6 (0.5) 17 (1.6) 
2製品 231 (21.2) 102 (9.3) 57 (5.2) 36 (3.3) 23 (2.1) 4 (0.4) 9 (0.8) 
3製品 81 (7.4) 24 (2.2) 16 (1.5) 19 (1.7) 12 (1.1) 1 (0.1) 9 (0.8) 
4製品 17 (1.6) 3 (0.3) 3 (0.3) 3 (0.3) 3 (0.3) 1 (0.1) 4 (0.4) 
5製品孟 24 (2.2) 5 (0.5) 2 (0.2) o (0.0) 3 (0.3) o (0.0) 14 (1.3) 

単位:人数(%)。

表 4 特定保健用食品の利用目的

複数回答 単回答

健康維持 718 (65.8) 369 (33.8) 
美容・ダイエット 364 (33.3) 170 (15.6) 
体質の改善 349 (32.0) 90 (8.2) 
乱れた食生活を補う 216 (19.8) 36 (3.3) 
病気の予防 288 (26.4) 77 (7.1) 
病気の治療 63 (5.8) 19 (1.7) 
身体に良さそうだから 542 (49.6) 213 (19.5) 
おいしい/好きだから 201 (18.4) 64 (5.9) 
特に気にしていない 50 (4.6) 50 (4.6) 
その他 6 (0.5) 4 (0.4) 

単位:人数(%)。
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みを利用している利用者は 529人 (48.4%)であった。

なかには，特保といわゆる健康食品をそれぞれ5種類以

上摂取している利用者も 14人(1.3%)いた。

4.利用目的

特保の利用目的を複数回答で尋ねた結果を表4に示し

た。「健康維持(65.8%)JI身体に良さそうだから (49.6%)J

「美容・ダイエット (33.3%)Jといった理由が上位を占

めている一方で， 1病気の予防 (26.4%)J 1病気の治療

(5.8%) Jとの回答も見受けられた。また， 1おいしい/

好きだから (18.4%)J1特に気にしていない (4.6%)Jと，

保健機能にとらわれず，普通の食品として摂取している

利用者も見受けられた。

5.表示の確認

特保には通常の食品と同様の栄養成分表示だけでな

く， 1日の摂取目安量，摂取方法，関与成分など，利用

する際に確認すべき項目が表示されているが，利用者が

実際にどこまで意識をしてこれらの表示を見ているのか

を尋ねた結果を表5に示した。その結果， 1必ず見るJ1一
応見る」を合わせて，約 8割の人が保健用途を確認して

いるものの， 1日当たりの摂取目安量や摂取方法を「必

ず見る」と答えた利用者は 2割， 1一応見る」と回答し

た利用者と合わせても 6割程度であり， 4割の利用者が

これらの表示を確認していないまま利用していた。また，

関与成分については， 5割の利用者が「見ていないJ1知
らなかったjと答えた。

次に，摂取目安量および、摂取方法を守って利用してい

るか尋ねたところ， 652名 (59.7%)が守っていると回

答したが， 212名(19.4%)が守っておらず， 228名(20.9%)

は摂取目安量および摂取方法を知らなかった。医療系の

資格を持っている利用者では， 77.9%が摂取目安量およ

び、摂取方法を守って利用しているのに対して，持ってい

ない利用者では 58.4%であった。

また，全ての特保には， 1食生活は，主食，主菜，副

菜を基本に，食事のバランスを。」と表示されているに

もかかわらず，この表示を知っている利用者は 445名

(40.8%)であり，ほほ同数の 420名 (38.5%)の利用者

が知らなかったと回答した。この表示を「知っている」

と答えた利用者は，医療系資格を持っている場合で

47.1%，持っていない場合で 40.4%と，医療系資格の有

無にかかわらず，半数以上が知らなかった。

6.生活習慣の改善

生活習慣の改善に取り組んでいるかを複数回答で尋ね

た結果，食生活の改善に取り組んでいる利用者が589名

(53.8%)，運動習慣の改善に取り組んで、いる利用者が

426名 (39.1%)いたのに対して，何もしていない利用

者が 313名 (28.6%)いた。

7.効果および体調不良

特保を利用して効果を実感できたと回答した利用者は

256名 (23.4%)で，効果が実感できなかった利用者は

218名 (19.9%にわからないと答えた利用者が619名

(56.7%)であった(表6)。

そこで，効果の実感と確認する表示内容との関連を解

析した。 11日当たりの摂取目安量」を必ず見る場合

34.3%，一応見る場合24.0%の利用者が効果を実感して

いるのに対して，見ていない/知らなかった場合は

15.1 %であった。「摂取方法」を必ず見る場合37.2%，

一応見る場合 24.9%の利用者が効果を実感しているのに

対して，見ていない/知らなかった場合は 13.5%であっ

た。また， 1栄養成分表示J1保健用途J1関与成分J1注
意事項」でも同様の傾向が認められ，表示をよく確認し

ている人ほど，効果が実感できているという結果であっ

た(表6)。
次に，効果の実感と利用法や生活習慣との関連につい

て解析した結果， 1日当たりの摂取目安量および摂取方

法を守って利用している場合， 30.2%の利用者が効果を

実感しているのに対して，守っていない場合は 17.0%，

摂取目安量や摂取方法を知らない場合は 10.1%であっ

た。また，効果を実感している利用者は，食生活の改善

に取り組んでいる場合 30.2%，運動習慣の改善に取り組

んでいる場合 25.4%に対して，何もしていない場合は

14.7%であった(表7)。

一方，体調不良を感じたことがある利用者は， 9.1% 

おり，具体的な症状として「下痢・便秘 (4.9%)J1頭

痛 (2.6%)J 1倦怠感 (2.2%)Jなどがあった。また，少

数ではあるが， 1健康診断結果が悪化した (0.7%)Jと

いう回答もあった(表8)。

表 5 確認する表示内容

必ず見る 一応見る 見ていない 知らなかった

栄養成分表示 233 (21.3) 552 (50.5) 301 (27.6) 6 (0.5) 
エネルギー 306 (28.0) 490 (44.8) 285 (26.1) 11 (1.0) 
保健用途 357 (32.7) 515 (47.2) 210 (19.2) 10 (0.9) 

1日当たりの摂取目安量 265 (24.3) 450 (41.2) 345 (31.6) 32 (2.9) 

摂取方法 239 (21.9) 454 (41.6) 364 (33.3) 35 (3.2) 

関与成分 119 (10.9) 415 (38.0) 510 (46.7) 48 (4.4) 
注意事項 143 (13.1) 484 (44.3) 431 (39.5) 34 (3.1) 
キャッチコピー 106 (9.7) 467 (42.8) 471 (43.1) 48 (4.4) 
問い合わせ先 30 (2.7) 203 (18.6) 779 (71.3) 80 (7.3) 

単位:人数(%)。
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表 6 効果の実感(表示の確認)

実感できた 実感できなかった わからない ρイ直

全体 (1，092) 256 (23.4) 218 (19.9) 619 (56.7) 
栄養成分表示

必ず見る (233) 76 (32.6) 45 (19.3) 112 (48.1) 0.001 
一応見る (552) 125 (22.6) 100 (18.1) 327 (59.2) 
見ていない/知らなかった (307) 55 (17.9) 72 (23.5) 180 (58.6) 

エネルギー

必ず見る (306) 74 (24.2) 72 (23.5) 160 (52.3) 0.056 
一応見る (490) 126 (25.7) 86 (17.6) 278 (56.7) 
見ていない/知らなかった (296) 56 (18.9) 59 (19.9) 181 (61.1) 

保健用途

必ず見る (357) 109 (30.5) 71 (19.9) 177 (49.6) 0.002 
一応見る (515) 108 (21.0) 104 (20.2) 303 (58.8) 
見ていない/知らなかった (220) 39 (17.7) 42 (19.1) 139 (63.2) 

1日当たりの摂取目安量

必ず見る (265) 91 (34.3) 52 (19.6) 122 (46.0) <0.001 
一応見る (450) 108 (24.0) 83 (18.4) 259 (57.6) 
見ていない/知らなかった (377) 57 (15.1) 82 (21.8) 238 (63.1) 

摂取方法

必ず見る (239) 89 (37.2) 48 (20.1) 102 (42.7) <0.001 
一応見る (454) 113 (24.9) 78 (17.2) 263 (57.9) 
見ていない/知らなかった (399) 54 (13.5) 91 (22.8) 254 (63.7) 

関与成分

必ず見る (119) 45 (37.8) 27 (22.7) 47 (39.5) <0.001 
一応見る (415) 122 (29.4) 63 (15.2) 230 (55.4) 
見ていない/知らなかった (558) 89 (15.9) 127 (22.8) 342 (61.3) 

注意事項

必ず見る (143) 55 (38.5) 26 (18.2) 62 (43.4) <0.001 
一応見る (484) 119 (24.6) 84 (17.4) 281 (58.1) 
見ていない/知らなかった (465) 82 (17.6) 107 (23.0) 276 (59.4) 

キャッチコピー

必ず見る (106) 32 (30.2) 30 (25.2) 44 (37.0) <0.001 
一応見る (467) 129 (27.6) 83 (20.0) 255 (61.4) 
見ていない/知らなかった (519) 95 (18.3) 104 (20.0) 320 (61.7) 

単位:人数(%)。 ρ値はx2検定で解析した結果を不す。

表 7 効果の実感(摂取方法および生活習慣)

実感できた 実感できなかった わからない P 11直

全体 (1，092) 256 (23.4) 218 (19.9) 619 (56.7) 
摂取目安量・摂取方法を守っているか

守っている (652) 197 (30.2) 125 (19.2) 330 (50.6) <0.001 
守っていない (212) 36 (17.0) 56 (26.4) 120 (56.6) 
知らない (228) 23 (10.1) 36 (15.8) 169 (74.1) 

生活習慣の改善に取り組んでいるか

食生活を改善 (589) 178 (30.2) 117 (19.9) 294 (49.9) <0.001 
運動習慣を改善 (426) 108 (25.4) 80 (18.8) 238 (55.9) 
イ可もしていない (313) 46 (14.7) 58 (18.5) 209 (66.8) 
その他 (13) 2 (15.4) 5 (38.5) 6 (46.2) 

単位.人数 (%)0p値はx2検定で解析した結果を不す。

8.医薬品との併用 か尋ねたところ，話しているのは 32名 (10.9%)であっ

現在の受診状況を尋ねたところ，通院中 290名(26.6%). た(表9)。話している理由としては「服用している薬

入院中 3名 (0.3%)であった。通院中・入院中と回答 との相互作用が心配だからjという意見がほとんどで

した利用者を対象に，特保の利用を主治医に話している あった。一方，話していない理由としては「必要ないか
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表 8 体調不良

体調不良を感じたことはない

悪心・ H匝吐

頭痛

腹痛

下痢・便秘

発疹・かゆみ

倦怠感(だるさ)

健康診断結果の悪化

その他

表 9 医師への報告

話している

全体 (293)

通院中 (290)

入院中 (3)

単位:人数(%)。

32 (10.9) 
30 (10.3) 

2 (66.7) 

N (%) 

993 (90.9) 

18 (1.6) 
28 (2.6) 

21 (1.9) 

53 (4.9) 

9 (0.8) 
24 (2.2) 

8 (0.7) 
1 (0.1 

話していない

261 (89.1) 

260 (89.7) 

1 (33.3) 

らJI治療中の疾病と違う目的だからJI食品だから・薬

ではないから」という意見が多く，一部に「主治医に聞

かれないからJI利用を否定されるからJという意見も

見受けられた。

また，医薬品の服用に関して尋ねたところ，薬を常用

している利用者は 305名(全体の 27.9%)おり，そのな

かで，常用している薬と類似する保健用途の特保の利用

者は 65名(医薬品常用者の 21.3%)であった。

考 察

特保が制度化され20年以上が経ち，数多くの製品が

市場に出回っており，その利用も拡大している。事前調

査において，特保の認知度を調べたところ，その認知度

は88.6%であり，既に公表されている調査結果と一致し

た2)。その中で，実際に特保の利用者を対象に，使用し

ている製品やそのイメージだけでなく， どのような目的

で，どのような使い方をしているのか，また，医薬品と

の併用などについて明らかにすることを目的に，本調査

を行った。

実際に利用している特保は， I食後の中性脂肪が上昇

しにくい，または体脂肪がつきにくい食品JIお腹の調

子を整える食品JIコレステロールが高めの方に適する

食品」の順であった。公益財団法人日本健康・栄養食品

協会が2012年に公表した特保の市場規模5)では， Iお腹

の調子を整える食品JI食後の中性脂肪が上昇しにくい，

または体脂肪がつきにくい食品JI歯の健康維持に役立

つ食品」の順となっており，利用者の多さとは若干，異

なっている。その理由のーっとして， 2012年に発売さ

れた「食後の中性脂肪が上昇しにくい，または体脂肪が

つきにくい食品Jである炭酸飲料の影響があげられ，本

調査でも，この炭酸飲料の利用者が多く見られた。一方，

「お腹の調子を整える食品」に関しては，今まで利用し

ていた製品が特保になったために，そのまま利用してい

るという意見も見受けられた。特保に生活習慣病予防が

期待されていることからも，今後，市場における製品お

よび利用において「体脂肪JIコレステロールJI血圧」

「血糖」関連の特保が増加してくることが予想される。

特保に対して，値段が高いというイメージを持ちつつ

も，安心・安全であるというイメージを持っており，い

わゆる健康食品とは違い，国が認めている製品であるこ

とがその理由としてあげられる。その一方で，国が許可

した製品が故に，効果が期待できると，思っている人も多

く，薬と併用しでも大丈夫と考える人も多かった。また，

割合は少ないものの，薬の代わりになると考えている人

もいた。これは，特保の保健用途の意味が正しく理解さ

れておらず，保健用途を治療効果ととらえていると考え

られる。業界団体や各企業の自主規制の影響から，最近

は少なくなったが，それでも，特保を摂取さえしていれ

ば健康になれると思わせる宣伝がしばしば見受けられる

ことも，消費者の誤解を生む原因になっていると考えら

れる。特保の利用は食生活の改善につながることが前提

であるため，製品には必ず「食生活は，主食，主莱，副

菜を基本に，食事のバランスを。」と記載されているが，

半数がその記載を知らなかった。これらのことからも，

特保が消費者に正しく理解されているわけではないこと

が示された。

特保を利用しでも効果が得られない理由はいくつか考

えられる。特保は製品ごとに関与成分が異なり，そのた

め， 1日当たりの摂取目安量，摂取方法も異なっている。

例えば， I食後の中性脂肪が上昇しにくい，または体脂

肪がつきにくいお茶」の場合，食事と一緒にとるのか，

いつ摂取しでもいいのか，また， 1日l本なのか2本な

のか異なっている。当然ながら，間違った使い方をして

いると表示された保健機能は期待できない。アンケート

結果では，約 6割の利用者が，きちんと摂取目安量，摂

取方法を守っていると答えているが，実際に効果を実感

できている人は 2割しかいない。そこで，さらに詳しく

解析をすると， 1日当たりの摂取目安量および摂取方法

を守って利用している場合， 30.2%の人が効果を実感し

ているのに対して，守っていない場合は 16.9%，摂取目

安量，摂取方法を知らない場合は 10.1%であり，使い方

が効果の実感に影響していることがわかる。次に，生活

習慣を見直さず，特保に頼り切ってしまっている可能性

がある。これについても，詳しく解析を行うと，食生活

の改善に取り組んでいる場合 30.2%，運動習慣の改善に

取り組んでいる場合 25.3%に対して，何もしていない利

用者では 14.7%と，生活習慣を改善している利用者が効

果を実感しているという結果であった。また，医薬品の

ような効果を期待しているため，効果が実感できない可

能性もある。特保はあくまで食品であり，医薬品に比較

しその作用は極めて弱い。そもそも，特保の利用目的

は保健機能が期待できることであり，治療効果ではない。
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実際に特保を治療目的に利用している利用者もおり，そ

の場合，効果が実感できないのは当然かもしれない。さ

らに，使用している製品名を精査してみると， Iコレス

テロールが高めの方に適する食品JI食後の血糖値の上

昇を穏やかにする食品JI血圧が高めの方に適する食品」

の欄に， I食後の中性脂肪が上昇しにくい，または体脂

肪がつきにくい食品」である炭酸飲料やお茶を回答して

いる人がいた。これらの製品名は「お腹の調子を整える

食品JI歯の健康維持に役立つ食品JIカルシウム等の吸

収を高める食品」には回答されていないことからも，適

当に回答したわけではなく，間違った目的で利用してい

る可能性が示唆された。また，本来，必要ない人が保健

機能を期待して摂取しているために効果を実感できてい

ない可能性もある。別の可能性として，今回のアンケー

ト調査では，具体的な摂取期間は聞いていないことから，

効果が得られるまでの十分な期間，利用していないこと

も考えられる。継続的に摂取した場合に，効果が得られ

るかどうか，更なる調査が必要であると思われる。

一方，約 l割の人が特保を利用して，体調不良を感じ

ていることが明らかとなった。いわゆる健康食品を含め

た一般的な健康食品による体調不良は， 1.8% (2004年

国民生活センター)6)，3.4% (2009年東京都r)，6.4% 

(2006年株式会社三菱総合研究所)日)となっており，ま

た我々が2012年に行ったアンケート調査でも 3.3%とい

う数値が得られている(未発表データ)。調査した方法

が異なることや，体調不良の詳細が不明なことから一概

には比較できないが，特保の方が体調不良を起こしやす

い可能性がある。その理由として，特保には体の機能に

影響を及ぼすことが科学的に証明されている関与成分が

必ず含まれていることから，いわゆる健康食品よりも身

体への影響が強く，その分，副作用が出てしまう可能性

がある。例えば難消化デキストリンを含む飲料には， I飲
みすぎ，あるいは体質・体調により，おなかがゆるくな

ることがあります。」と記載されているが，摂取をする

上での注意事項を見ていない人，知らない人が4割もい

ることから，過剰に摂取してしまい，体調不良を起こし

ている可能性もある。また，関与成分を見ない，知らな

い人は 5割を超え，複数の製品を摂取したために，知ら

ない聞に同じ関与成分を過剰に摂取しているケースや，

アレルギ一体質の人がその原因となる関与成分に気づか

ずに摂取してしまっている可能性もある。ただし健康

食品と体調不良の因果関係を特定するのは，極めて困難

であり，今回のアンケート結呆も， 5割以上の利用者が

特保といわゆる健康食品を併用しており，本当に特保が

原因であるかは定かではない。消費者がきちんと特保に

含まれる関与成分の性質を理解し，適切に利用すれば，

これらの体調不良は防げると思われる。また，いわゆる

健康食品では，肝機能障害などの重篤な健康被害も報告

されているが9) 特保による重篤な健康被害は報告され

ていない。これは製品の品質はもちろんのこと，ほとん

どの特保が食品の形態をしているため，特定成分の極度

な過剰摂取につながらないことも影響していると考えら

れる。

今回の調査において，通院中・入院中の利用者のほと

んどが特保の利用を主治医に伝えていない (89.1%)と

いう実態が明らかになった。その理由として， I食品だ

からJI薬ではないからJI治療中の病気と違う目的だか

ら」という回答が目立った。このことから，一部の利用

者は，特保が薬ではなく，食品であると認識しつつも，

なんらかの治療効果を求めていることが明らかとなっ

た。特保は，いわゆる健康食品とは異なり，より通常の

食品に近いことから，主治医に伝えなくても大丈夫だと

考えられる一方で，服用している医薬品と同様の保健機

能の特保を使用している利用者も認められたことから，

健康被害を未然に防ぐためにも，使用している特保が自

身の治療に影響を及ぼすことがないか主治医に相談する

のがよいであろう。また，医薬品と併用している消費者

(27.9%)のうち，約 2割が服用している医薬品と同様

の保健機能を掘った特保を利用していた。これまでに特

保と医薬品との相互作用による健康被害は報告されてい

ないが，同じ効果の製品を併用することで，治療に何ら

かの影響を及ぼす可能性は考えられるため，医療関係者

は，患者の特保の利用状況に注意する必要がある。その

一方で，医師および栄養士を対象とした調査では，特保

の健康増進効果に期待できるとしたものが5割を超え，

「栄養指導に取り入れているJI今後，栄養指導に取り入

れたい」との回答が6割を超えていた10)。このような場

合，医師や栄養士が患者の状態を把握しながら適切な特

保を勧めているため，効果的に利用できると思われるこ

とからも，利用者は医療関係者と相談して用いることが

重要である。

本研究はインターネットを用いた横断調査であるた

め，必ずしも特保利用者を代表した結果であるとは限ら

ず，また，効果や体調不良については主観的な判断であ

り，その因果関係は明確ではない。しかし特保がどの

ように利用されているのかを示した初めての報告であ

り，今後の保健機能食品制度を検討していく上で有益な

資料となる。

特保はいわゆる健康食品と異なか製品の品質やヒト

での有効性・安全性が客観的に評価され，国が保健機能

表示を認めた製品である。消費者が特保の性質を正しく

理解し，上手に利用することで，生活習慣病の予防が可

能となると考えられる。特保制度が制定され， 20年以

上が経ち，その認知度は 9割と広く認知されている一方

で，その性質については，ほとんど理解されておらず，

多くの利用者において適切に利用されていないのが現状

である。今後，特保を安全にかつ効果的に利用するため，

利用者に対し特保の性質や適切な利用法などの情報提

供が必要であると考えられる。
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Inappropriate Application of Food for Specified Health Uses 
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Summαη1: Food for Specified Health Uses (FOSHU) can have beneficial effects on heal仕1when consumers 

correct their lifestyle appropriately. However， it is not c1ear whether consumers recognize the characteristics of 
FOSHU and use it appropriately. To address this issue， a questionnaire investigation was conducted.τbis re-

vealed that most consumers took FOSHU to maintain their hea1th， although a proportion of them did so for pre-
vention or treatment of disease. FOSHU is appropriately labeled to indicate the correct daily intakes and mode 
of intake. About 60% of users followed these directions， but 20% did not， and the remainder were unaware of 
these recommendations. In this situation， only 23.4% of users gained beneficial effects from FOSHU. Second-
ary analysis showed that 30.2% of users who changed their dietary habit， 17.0% who changed their exercise 
habit， and 10.1 % who did not change anything received beneficial effects仕omFOSHU. In addition， some users 
on medication used FOSHU仕lathad similar hea1th c1aims to medicines. This investigation confirmed the inap-
propriate usage of FOSHU， especially by patients and individuals on medication. These results suggest白紙

consumers do not understand the characteristics of FOSHU， and should be educated about仕leappropriate use 
ofFOSHU. 

Key words: Food for Specified Health Uses (FOSHU)， inappropriate usage， 1江'estylehabit， medicine， health 
food 
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