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機能性食品と どうつきあうか 
（消費者教育のあり方） 

公益社団法人 

日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ･相談員協会 

食生活特別委員会副委員長 蒲生恵美 

2016.8.28 SFSS 食のリスク・コミュニケーションフォーラム2016第3回 

エビデンスに基づく判断を 
• 健康食品への評価はバラバラ 

 「健康食品を摂っていて体調が悪く 

  なった場合は、すぐに摂るのを中 

   止してください」（食安委） 

         

 「健康のために、健康食品を毎日 

     摂っています」（利用者） 

 

• 過大／過小評価ともに良くない 

  正しい使い方で安全に利用して 

  もらうことは事業者にも大事 

 

• イメージではなく、エビデンスに 

  基づく判断（消費者教育） 

H28消費者白書「危害情報の年代・商品別件数」 

消費者教育（エビデンスに基づく判断） 

• 誤認のない合理的な食品選択行動を促すこと
が目的 

 

• 健康食品の誤認の中でも「病気の治療・予防」
誤認は危害防止のため重要なポイント 

 

• 機能性表示への誤認率が高いと想定される病
者、未成年、高齢者、妊産婦（妊娠計画中を含
む）へのフォローが大事 

 

誤認の問題：「病気の治療・予防」 

消費者庁「食品の機能性表示に関する消費者意向等調査」,2014 

誤認の問題：「病気の治療・予防」 

消費者庁「食品の機能性表示に関する消費者意向等調査」,2014 

①２０～６４歳 
   （疾病なし） 
②２０～６４歳 
   （何らかの疾病あり） 

③６５歳以上 
④１５～１９歳 
⑤健康食品を 
  摂取している 
    中学生以下の 
    子どもを持つ者 
⑥妊娠中・ 
    妊娠計画中の者 
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    妊娠計画中の者 
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誤認の問題：「病気の治療・予防」 

消費者庁「食品の機能性表示に関する消費者意向等調査」,2014 

①２０～６４歳 
   （疾病なし） 
②２０～６４歳 
   （何らかの疾病あり） 

③６５歳以上 
④１５～１９歳 
⑤健康食品を 
  摂取している 
    中学生以下の 
    子どもを持つ者 
⑥妊娠中・ 
    妊娠計画中の者 

「病気の治療・予防」誤認をうむ要因 

①食薬区分制度 （制度） 

 

②機能性の程度を伝える難しさ （内容・伝え方） 

 

③機能性の程度を理解する難しさ （認知） 

①食薬区分制度 

• いわゆる健康食品はもちろん、保健機能を表示で
きるトクホや機能性表示食品でも病気の治療・予
防効果はうたえない 

 （トクホの疾病リスク低減表示のみ例外） 
• いわゆる健康食品や保健機能食品は、病者を対
象としたエビデンスを持てないため 

• 病気の治療・予防は食品でなく医薬品で、が基本 

• 健康～境界例が対象のため、明らかな効果が出
づらい 

• 病者への食事アプローチは国の政策 

• 病気の治療・予防のための食事は市民にとって馴
染みがあり、むしろ健康食品について「食品だから
病者は対象外」の方が理解しにくい 

経済産業省「次世代ヘルスケア産業の創出」2015.8 

予防・健康管理
サービス産業を
積極的に創出 

医療費の適正化 

経済産業省「次世代ヘルスケア産業の創出」2015.8 経済産業省「次世代ヘルスケア産業の創出」2015.8 
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経済産業省「次世代ヘルスケア産業協議会の検討の進捗状況と「アクションプラン2016」について」2016.4 

（2016.3.14） 

コンテスト2016 
ファイナリスト 

病者のための食事／健康食品 

• 医療における食事療法、食品の活用 

   患者の治療・予防が目的 

   専門家が患者に合わせカスタマイズ 

 

• 市販の「健康食品」 

   健康な人の健康維持増進が目的 

   消費者が情報を判断して商品選択 

目的（治療・体調維持） 
対象（病者・健康～境界） 
環境（専門家関与・自己判断） 
が違うので、分けて考える 

健康維持＝予防？ 

消費者庁「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」 

医薬品とトクホ
ではエンドゴー
ルが異なる 

②機能性の程度を伝える 

• 保健機能食品：機能性○、効能・効果× 

  いわゆる健康食品：機能性×、効能・効果× 

• 機能性表示食品制度がスタートし、安全性・
機能性情報が公開されるようになった（前進） 

  （トクホは情報公開の義務なし） 

• 問題は公開情報が難しい内容のまま「出しっ
放し」であること。情報は届き、活用されてこ
そ意味がある。 
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•エビデンスに基づく判断、食品選択行動 

•「誰が」「どのように」「効き目」「情報の信ぴょう性」をもとに     
「表示にウソがない製品」を選択 

               ※消費者が判断するのは難しい 

•「安全性・機能性情報の評価」と「情報内容と販売される
製品との整合性の検証（品質保証）」が必要 

•信ぴょう性：消費者庁、ＡＳＣＯＮ評価 

•効き目：研究結果に照らした届出表示内容の妥当性を評
価する動き 

•評価は論文本数？エビデンスの質？→評価モノサシはど
うあるべきかの検討が必要。バラバラな評価結果はか
えって混乱の元。 
•信ぴょう性評価を効き目評価と勘違いされる問題 

機能性表示食品制度の課題と期待 機能性表示食品制度の課題と期待 

•表示にウソがない製品：消費者庁買上調査（Ｈ27.4.1-
9.30）で、「機能性関与成分含有量が表示値を下回る／
過剰」「ロット間ばらつき大」「分析方法不備」指摘→品質
保証問題をどう解決できるか 

•広告規制・評価に期待： 

  景表法・健増法強化、セカンドオピニオン事業 

  「機能性表示食品」適正広告自主基準   

    「ＳＲで代表的グラフ」「15秒・30秒ＣＭにグラフ」 

    消費者に誤認を与えないよう十分な配慮を、とある 

    が非常に難しい要求 

    →ガイドラインだけでなく、消費者を入れた審査会の 

      実施や、消費者を入れた勉強会の必要性 

③機能性の程度を理解する（認知） 

• 食品安全確保のためCodex委員会により示された
リスクアナリシス 

• リスク評価・リスク管理・リスクコミュニケーション 

• リスクコミュニケーションは極めて重要な要素 
• どの国でもリスコミは必ずしも成功していない 
• 要因の１つが専門家と市民のリスク認知のギャッ
プ。政策決定では市民のリスク認知の多元性を考
慮すべき(Slovic) ※ギャップをなくす、ではなく
ギャップを意識する 

• リスコミでは、リスク認知の知見を生かして互いを
理解できるよう促し、一致しないところは違いと認
め折り合える点を探る 

専門家と市民のリスク認知ギャップ 

• 専門家が評価する食品由来リスク 

   食品中のハザードにより生じる健康影響 

   の重篤度とその確率の関数と定義(CAC) 

• 市民のリスク認知構造を解明する研究 

• リスク認知要因（リスクを高いと感じさせる要因） 

   「恐ろしさ」 

   「未知性」 

                          (Slovic) 

 →高度科学技術で成果、食品にはどうか？ 

コントロールできない 強制される 被害が甚大 

遅れて影響が出る 観察できない 新リスク 

• 「食品関連ハザードは原点の周辺に特定の傾向を示さずに
集中」「Slovicの2因子では食品由来リスクの認知特性をあま
りうまく説明できない」 

(新山陽子ら「食品由来リスクの認知要因の再検討」2011) 

新山らの研究より 

• 24のハザード（右図）を対象と

しラダリング法により食品由来
のリスク認知要因を抽出 

• 小学生の子どもがいる母親
（日本・韓国・アメリカ各11名） 

• 2007年3月～2008年1月実施 

• ラダリング法 

 「なぜリスクが高い（低い）と感
じますか」を回答が得られなくな
るまで継続。潜在的な理由を把
握するための調査手法の１つ。 

 (新山陽子ら「食品由来リスクの認知要因の再検討」2011) 

新山らの研究より 
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• リスクが高いという知覚に   
つながる要因 

 「重篤さ」「病因性」 

 「経験」「知識なし」「想像可能・ 

   イメージが浮かぶ」 

 「情報に暴露された状態」 

• リスクが低いという知覚に   
つながる要因 

 「ハザードが自然由来、 

   非人工的」「便益」 

 「経験」 

 「信頼（公的機関・専門性）」 
Slovicの2要素以外の主因子抽出の可能性 

(新山陽子ら「食品由来リスクの認知要因の再検討」2011) 

新山らの研究より 

国による認知要因の発話頻度の特徴 
（日本） 

• 日本では「想像可能・イメージが浮かぶ」が
「重篤さ」に次いで高いが、韓国・アメリカでは
これは皆無で日本固有の要因とみられる 

• 日本の第2の特徴は、公的機関や専門家等
への「信頼」の発話がほとんどなかったこと 

• 日本の第3の特徴は、発話頻度はやや低い

が「知識なし」がリスクを低く感じることにつな
がっていること 

 
(新山陽子ら「食品由来リスクの認知要因の再検討」2011) 

新山らの研究より 

国による認知要因の発話頻度の特徴 
（韓国） 

• 韓国では「病因性」の発話頻度が最も高く、
次いで「情報に曝露された状態」。また「重篤
さ」「知識なし」「ハザードが化学的・人為的」も
リスクを高いと感じる要因となっている 

 

• 韓国では「信頼」の発話頻度が3か国で最も

高く、「ハザードが自然由来」「便益がある」と
ともにリスクを低いと感じる要因となっている 

 
(新山陽子ら「食品由来リスクの認知要因の再検討」2011) 

新山らの研究より 

国による認知要因の発話頻度の特徴
（アメリカ） 

• アメリカでは「病因性」の発話頻度が最も高く、
また「重篤さ」「知識なし」もリスクが高いと感
じる要因となっている 

 

• アメリカでは「信頼」「ハザードが自然由来」
「便益がある」がリスクが低いと感じる要因と
なっている 

(新山陽子ら「食品由来リスクの認知要因の再検討」2011) 

新山らの研究より 

国による認知要因の発話頻度の特徴
（３か国比較） 

• 「知識なし」は日本ではリスクを低く感じる方
につながっているが、韓国では高く感じる方
に、アメリカでは高く感じるようにより強くつな
がっているが、低く感じる方にもつながってい
る 

• アメリカでは「制御不能」に類する発話の頻度
が相対的に高く、「回避不能」に類する発話
はない。日本はまったくその逆である。 

(新山陽子ら「食品由来リスクの認知要因の再検討」2011) 

新山らの研究より 

国による認知要因の発話頻度の特徴
（３か国比較） 

• 制御はコントロールできるかどうか、回避は
避けられるかどうか。前者は主体的な関与可
能性の認識が強く後者は弱いという差がある 

 

• 日本とアメリカのリスクの性質に対する認識
の違い、もしくはリスクに対する行動への認
識の違いを示している可能性があり、大量調
査によっても同様の差が検出できるか興味深
いところ 

(新山陽子ら「食品由来リスクの認知要因の再検討」2011) 

新山らの研究より 
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• 低リスク知覚ハザード（サプリメント等）は、「健康被害の重
大さ、体内蓄積・影響遅延はなく、制御できると認知」「情報
曝露、知識・連想はないとの認識がより強く、規制措置など
への信頼は中立的」（小学生の子どもを持つ母親1,106人、質問紙、2008年3月～6月実施） 

(新山陽子ら「食品由来のハザード別にみたリスク知覚構造モデル」2011) 

各認知要因とも因子得点が低く、サプリはリスクを低く認知させる  

新山らの研究より 

サプリメントはリスクを低く認知させる 

（食品由来リスク認知要因） 

• 健康被害が重大、認識なし 

• 体内蓄積、影響遅延認識なし 

• 制御できる認識 

• 情報への暴露認識なし 

• 知識なしという認識 

• 連想はないという認識 

• 規制措置への信頼は中立的 

（利用可能性ヒューリスティック） 

• 思い出しやすいものを重大と認識す
るバイアスを生む（例：飛行機事故） 

Slovicの2要因 

「恐ろしさ」 

 被害が甚大 

 コントロールできない 

 強制される 

「未知性」 

 遅れて影響が出る 

 観察できない 

 新リスク 

ヒューリスティックと認知バイアス 

• ヒューリスティックと認知バイアス 

  すべての情報を判断することは不可能なので 

  限られた情報と情報処理能力で、（最適解でなくとも） 

  適当な知覚・判断を得るために情報を節約する傾向 

  をヒューリスティック（認知的ケチ）という。 

  日常的な判断のほとんどはヒューリスティックによる。 

  ヒューリスティックは正攻法ではないため、状況に 

  よって偏った判断（バイアス）を導く。 

  その1つがリスクを高く（サプリでは低く）感じさせること。 

ヒューリスティックと認知バイアス 

• 物事の考え方・情報処理（中央ルートと周辺ルート） 

健康食品に関心があっても、公開情報
（有効性・安全性情報）への関心が低い 
表示内容をあまり良く見ない 

公開情報（有効性・安全性
情報）の難しさ 

公開情報でな
くメーカー名
や成分名、 
コスト等で 
判断 

イメージではなく 
エビデンスに 
基づく判断 

意識づけ 
（働きかけ） 

わかりやすさ 

ヒューリスティックと認知バイアス 

• 確証バイアス（認知バイアスの１つ） 

  自分が本当だと思うことを確かめる情報は探すが、 

    反証には耳を貸さない傾向。Daily Me（Delete You） 

    自分のクラスター（たこ壺）と違う意見に耳を傾けて 

    もらうには、よほどの関心・信頼を持たれないと難しい 

信頼モデル 
• 伝統的信頼モデル 
  「能力がある（能力）」「誠実・公正である（動機）」と 
  認知されることが信頼に導くという考え方 
• 主要価値類似モデル 
  対象への主要な価値観を共有していると認知される 
      ことが信頼に導くという考え方 
    対象への関心が高い：主要価値類似性 
    対象への関心が低い：動機（公正さ） 
 
• 関心の度合いに合わせたアプローチの必要性 
   「健康のために健康食品を毎日摂る」という人に 
   健康食品のリスクをストレートに伝えても届かない 
   （食安委の19メッセージの使い方）  

（中谷内,Cvetkovich「リスク管理機関への信頼：SVSモデルと伝統的信頼モデルの統合」） 
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まとめ 
エビデンスに基づく判断を促すために 
• 誤認のない合理的な食品選択行動を促すことが消費者
教育の目的 

• 誤認の中でも重要な「病気の治療・予防」誤認を生む要
因に①食薬区分制度、②伝え方、③認知 

• 食品由来リスクの認知要因分析から、サプリメントはリ
スクを低く認知されることが明らかになった 

• リスクの過大・過小評価はともに良くない 

• 新山らの研究：日本の被験者は映像・情景イメージで認
知する傾向があり一般的にリスコミの成果が上がりにく
い可能性、リスク知覚に対する公的機関や専門家への
信頼の影響が低いことが追い打ちをかける可能性指摘 

• イメージではなく、エビデンスに基づく判断を促すために 

まとめ 
エビデンスに基づく判断を促すために 
• エビデンス（機能性表示食品の公開情報（安全性・機能
性情報））の「わかりやすさ」と「意識づけ（働きかけ）」が
必要 

• 「わかりやすさ」：行政・専門家による安全性・機能性情
報の評価への期待 

 （消費者団体：消費者教育で情報提供） 
• 「意識づけ（働きかけ）」：健康食品は最終的にはカスタ
マイズが必要→栄養士やサプリメントアドバイザーらに
よるフォローへの期待 

   「健康サポート薬局」制度スタート 
• 主要価値類似性を重視：健康食品への関心が高い利用
者にはその気持ちに沿ったアプローチが必要    
（例：健康食品を否定する医師には健康食品を利用 

      していることを伝えない、等） 
 

最後に：健康サポート薬局 
• 日本再興戦略（H25.6)「薬局を地域に密着した健康情報の拠点として、
一般用医薬品等の適正な使用に関する助言や健康に関する相談、情報提
供を行う等、セルフメディケーションの推進のために薬局・薬剤師の活用を
促進する」 

• H28.4.1施行、10.1届出開始（現在、全国で研修を実施） 

• 「かかりつけ薬剤師」が利用者の「服薬情報を一元管理」し、か
かりつけ医等と連携しながら、「24時間対応・在宅対応」で地域
住民の健康維持増進を積極的に支援。 

• 「個別利用者」の健康を「継続的にサポート」するため、「過去の
一般用医薬品や健康食品等の販売・相談内容を記録保存」し
一般医薬品や健康食品等の安全・適正な利用をアドバイス 

※利用者にカスタマイズした医薬品との総合的サポート 

   「病気の治療・予防」誤認防止の面でも期待 

※今後、栄養士等と連携した食事バランス改善サポートの必要性 

  食事バランスをみた上で健康食品を選択する環境整備の強化 

ご清聴ありがとうございました 


