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食品安全の考え方 ～機能性成分を含む食品を例にして～ 

 

食品安全の一般的考え方                

① 量の問題 

  食品の安全性を考えるにあたって、まず心に留めておかねばならないことは、
食品やそれに含まれる物質が人の健康にとって安全かどうかは量によるのであ

って、どのような状態であってもどのような量であっても安全なものはない、と

いうことである。毒性の高い物質の場合は少量でも健康に悪影響がある可能性が

あるし、毒性が低い物質でも、ある一定以上摂取すれば健康に悪影響が生じる。

栄養素のように生命の維持に必要な物質であっても、多量に取ると健康に悪影響

があり、死に至ることさえある。特にセレンやビタミン B6のように、栄養素と
して必要な最大量と、毒性を示す最小量が近い物質には注意が必要である。現在、

食品について「安全」という用語を使う場合は、実際に使用したり、摂取したり

する量、または実際に起こりえる極端な場合（ある種の食品を大量に食べ続ける

人など）において安全かどうか、を言っている。 

（食品安全システムの実践理論（昭和堂、2004）より） 
 食品を安全な食品と危険な食品に分類するというような二者択一は可能では

なく、食品中の化学物質について健康に及ぼす悪影響について評価する場合、食

品中の濃度とその食品の消費量から推定される当該物質の摂取量と、その物質の

毒性との比較を行う。この際、リスク評価が有効なツールとなる。 

 

② 一次生産から消費までの食品供給行程におけるリスク管理 

 食品の安全確保には食品供給行程における的確なリスク管理が必要であると

言われている。とくに、生産･加工段階における汚染の防止や低減が重要である

とされている。このことから、食品供給行程に関わる省庁の連携･協力が必須で

ある。 

 

③ 問題や事故の防止 

 問題や事故が起きてから対処するのではなく、問題や事故が発生するのを防

ぐ。そのためには、どのようなリスクがどの程度あるのかを、実態調査その他の

研究調査を行って、予測する必要がある。
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１．機能性成分を含む食品の分類 

                                     （出典：厚生労働省ホームページ） 
 

健 康 食 品          ：法令上に規定された食品ではないが、一般的には、健康

に関する効果や食品の機能等を表示して販売されている食

品（栄養補助食品、健康補助食品、サプリメントなど）を

指すと考えられている。 

 

特定保健用食品：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

機能成分を含み、食生活において特定の保健の目的で摂取

をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待で

きる旨の表示をする食品。特定保健用食品として食品を販

売するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有

効性や安全性等に関する国の審査を受け、その表示内容に

ついて許可等を得なければならない。 

 

栄養機能食品          ：身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分

（ミネラル、ビタミン等）の補給を目的として、栄養成分

の機能の表示をする食品。 

（厚生労働省ホームページを参考に作成） 
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２．農林水産省等の取組事例（研究開発を中心に） 

（１）アントシアニン 

 紫サツマイモなどに含まれるアントシアニンの機能性は、主として

九州農業試験場で研究が行われてきた。動物実験により血中抗酸化能

上昇、肝障害軽減効果、血糖値上昇抑制効果、血圧上昇抑制効果など、

多くの機能を持つことがわかった。さらに紫サツマイモの加工法に関

する研究が行われた結果、様々な加工食品が作られるようになり、現

在では南九州や沖縄における特産品となっている。 

 

（２）イソフラボン 

 大豆イソフラボンには、女性の更年期障害の症状の軽減や抗ガン性

など、様々な機能性が知られている。近年、農林水産省系研究機関で

は、その大豆中の含量を増加させることを目的とした育種が行われ、

その結果、イソフラボンが一般的な品種と比べて２倍程度含まれるフ

クイブキなどの品種が作られた。 

 

（３）γ－アミノ酪酸（GABA） 
 GABA は血圧降下や更年期障害などに有効であることが知られてい
るが、米胚芽を水に浸漬することにより GABAが急激に増加、蓄積す
ることが農林水産省研究機関により見出された。その成果により、高

血圧予防機能性食品として発芽玄米を使った冷凍焼きおにぎり、パン、

菓子、味噌、飲料、切り餅、レトルトかゆなどが市販されている。 

 

（４）血の流れやすさの測定方法の開発 

 血液の流動性が悪くなると高血圧となり、生活習慣病の原因となる

だけでなく、アレルギーなど、様々な疾病と関連していることが知ら

れている。しかし、流動性を定量的かつ再現性良く測定することは不

可能であった。食品総合研究所では、LSI 製造技術を応用して血液の
流動性を測定する方法を開発した。この技術により、DHAなど、様々
な食品成分が血液の流動性を高める効果を持っていることがわかっ

た。 
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３．健康食品で健康影響が疑われた事例 

○ サウロパス・アンドロジナス（別名アマメシバ）を含む粉末剤、錠剤

等の剤型の加工食品（平成１５年５月～９月） 

 

・ 我が国においてアマメシバの乾燥粉末によるものと疑われる重度の

健康被害事例（閉塞性細気管支炎）が報告されたことや、台湾におい

てもアマメシバのジュースをダイエット目的で大量に摂取した例など

多くの健康被害事例の報告があること等から、食品安全委員会に食品

健康影響評価を依頼し、その結果から食品衛生法第７条を適用し、販

売禁止となった（平成１５年９月５日）。 

 

 

○ シンフィツム（いわゆるコンフリー）及びこれを含む食品 

 （平成１６年６月） 

 

・ シンフィツム（いわゆるコンフリー、以下「コンフリー」という。）

及びこれを含む食品の取扱いについて、「コンフリー（Symphytum 
spp.）が原因と思われるヒトの肝静脈閉塞性疾患等の健康被害例が海外
において多数報告されていること、また、日本においてコンフリーを

使用した健康食品等がインターネットを使って販売されていることな

どの情報から、日本においてコンフリーを摂食することによって健康

被害が生じるおそれがあると考えられる」との食品安全委員会評価を

受け、食品衛生法第６条第２号に該当するものとして販売等を禁止し

た（平成１６年６月１８日）。 

 

（厚生労働省ホームページを参考に作成） 
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食品安全の考え方 

－機能性成分を含む食品を例として－ 

2005年 9月 5日 

神戸大学・金沢和樹 

  
近年マスコミなどで、機能性成分を含む食品やサプリメントについて大きく

取り上げられている。このような食品のことを、世界的に学術団体は「機能性

食品」（Functional Foods）と呼んでいる。これらの食品は、「血圧を下げる」「肥
満防止」などのヒトの体調改善あるいは病気予防効果を表示した食品、および

直接表示はないがパンフレットなどで効能を暗示している食品のすべてを指す。

したがって、法律に記載されている「保健機能食品」「特定保健用食品（管理特

保も含む）」だけでなく、一般にいわゆる健康食品と理解されているもの、「サ

プリメント」「栄養補助食品」などを含める。本文書では、これらを「効能を謳

った食品」と記述することにする。 
 
必要性： 

がん、循環器疾患（動脈硬化症、高血圧など血栓症が関係する疾患）、糖尿病

など生活習慣病は、医療とは関係なく、個人の食生活などの生活管理が主因で

ある。生活習慣病を予防するのは食品しかない。医療費が国の予算を大きく圧

迫している現状では、国民が医療機関に掛かる年齢を 1 年遅くするだけで、10
兆円余の節約になるという試算もある。 

 
有用性： 

 日常の食生活に「多様な食品」を「バランス」よく「適量」ずつ、の配慮が

なされていれば、生活習慣病予防は十分に可能である。「機能性食品」はこの概

念から生まれたものである。したがって、現在市販されている「効能を謳った

食品」はすべて、日常食品で代替可能である（必要ならば別表）。生活環境や多

忙などで食卓を整えることができない人にとってのみ、窮余の策として「効能

を謳った食品」が有用である。 
 
安全性評価の要点： 
 「効能を謳った食品」の是非を議論するときに、留意すべき点が２つある。「食

資料７－２ 
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品であること」と「医薬とは異なる」である。 
 
「食品であること」；効能を謳った食品には、いずれも「食品」という言葉が使

用されている（「サプリメント」は「栄養補助食品」と同義）。食品には、医薬

に課せられているような安全性などの試験項目がない。したがってなおのこと、

「食品」という範疇は護られなければならない。「食品」とは何か。生命体から

調製したものである。生命体は生命を維持するための多様な成分を含んでいる。

つまり「食品」は多様な成分の混合物である。この「混合物である」というこ

とは、安全性や有効成分の過剰摂取と深い関係がある。栄養化学的な例を２つ

あげる。生命体は細胞壁や細胞膜を持っているが、これらはそれを食べる人に

とっては食物繊維である。食物繊維は消化管内で膨潤し、栄養素などの体内吸

収を阻害する。吸収を緩慢にするとともに、過剰吸収を抑えて排便する（食物

繊維の糖尿病予防作用はこれによる）。もう一つの例をポリフェノールであげる。

ポリフェノールは抗酸化能が強く、生活習慣病を予防するといわれているが、

日常食品に含まれるその種類は 270 万種類である。ポリフェノールは人にとっ
ては異物であり、仮にその一種類だけ摂取すると、体内吸収時に速やかに抱合

という反応を受けて排泄され、生理的効果はない。ところが、食品のように数

種類のポリフェノールが混在すると、抱合系が拮抗し、ごく一部のポリフェノ

ールが有効な形態で体内に取り込まれる。前者の食物繊維は、一度に多量の成

分を摂っても、食品から摂るならば過剰摂取の危険性が低いという例であり、

後者は「効能を謳った食品」では効果が期待できないが日常食品ならば長い目

で効果が期待できるという例である。ならば、何処までを「食品」とするかで

ある。有効成分を一度に多量に摂るために、「エキス」などとして、抽出物が用

いられている。「エキス」には有効成分以外にもいくつかの成分が含まれている。

しかし、素人療法でも過剰摂取の危険性が低いように配慮されえているか否か

が議論の焦点となるだろう（必要ならば添付図）。ビタミン・ミネラルなどは、

多くの過剰摂取試験があり、上限が設定されているものもある。それを護らな

ければならない。大豆イソフラボンの上限もヒト試験で明らかにされている。 
 
「医薬とは異なる」；医薬は疾患の治癒のために標的を絞って用いられる。医者

が副作用も配慮して使用する医薬の優先順位を決める。その判断の指標はバイ

オマーカーの明確な変化である。例えば、血圧が下がったとか、GOT・GPTが
下がったとかであるが、これらのバイオマーカーの改善が疾患の治癒につなが

ることを確信しているときに医薬は使用される。ところが、「効能を謳った食品」

は、疾患の有無にかかわらず使用されることが多い。市販食品なので誰でも何

時でも利用でき、謳い文句につられて、乳幼児に与えることもある。これらを
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考慮すると、バイオマーカーが明確に変化する「効能を謳った食品」は医薬に

入れるべきであると考える。例えば、その食品を利用して、数日後に明確に血

圧が下がった、という場合は医薬である。体の機能を明確に変化させた場合に

は、必ずそれに伴う他の変化も起こっている。その変化が、他の疾患の誘発に

つながる可能性もある。「食品」が「医薬」と異なる点は、長期間（例えば半年

間）食べ続けてはじめて、「症状が改善した」であるべきだと考える。病気を治

癒するのは医薬である。食品に医薬のような安全性試験が課せられていない限

り、食品の役割は「症状（体調）の改善によって病気を予防する」点にある。

しかも、長期間食べ続けてはじめて自覚される改善であるべきである。 
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表１．健康食品の成分はすべて日常食品にふくまれている 

健康食品商品の分類 ふくまれる成分 多く含む日常食品 

微量栄養素補給食品 ビタミン類 野菜・果物・海藻・肉・魚介類

穀類など日常食品全般 

微量栄養素補給食品 ミネラル類 野菜・果物・海藻・肉・魚介類

乳製品・穀類など日常食品全般 

エイコサノイドバランス商

品 

ＤＨＡ・ＥＰＡ 魚介類全般 

抗酸化商品 抗酸化能を謳った商品のほぼ

すべて 

野菜・果物・海藻など通常の日

常食品 

腸内環境改善商品 ビフィズス菌・乳酸菌など ヨーグルト 

ファイバー商品 食物線維やファイバー類 野菜・果物・海藻など通常の日

常食品 

内分泌調節商品 イソフラボン 大豆 

抗酸化商品・内分泌調節商品 カテキン 緑茶など 

抗酸化商品・内分泌調節商品 フラボン・フラボノール（ケ

セチンなど） 

野菜・果物など通常の日常食品 

免疫賦活商品 アガリクス 日常キノコ類全般 

解毒活性強化商品 ニンニク加工品 ニンニク、タマネギ、ニラ、ブ

ロッコリーなど 

エネルギー補給商品 ロイヤルゼリーなど 穀類・イモ類・果物るいなど 

エネルギー補給商品 バランス栄養食 野菜・果物・海藻・肉・魚介類

穀類など日常食品全般 

血圧降下商品 ペプチド、ギャバ 穀類、トマト、お茶など 

イメージ商品 プロテイン 肉・魚介類など通常の日常食品 

イメージ商品 コラーゲン 肉・魚などのゼラチン質 

イメージ商品 核酸 肉・魚介類など通常の日常食品 

コレステロール低下商品 キトサン 野菜・果物などの繊維質の多い

食品や、イカなどのタウリンを

含む食品 

やせる商品 カプサイシン トウガラシ・コショウ・ショウ

ガ 

やせる商品 構造脂質（ジアシルグリセロ

ル）、低カロリー商品 

日常生活でカロリー摂取量と運

動のバランスに心がける 
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図１．食品成分の適正摂取量の概念（第六次改定「日本人の栄養所要量」 から改変） 


