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本報告書は、 農林水産省の委託を受け、 アルゴリンクス株式会社が調査を行い、取りまとめたものである。 
アルゴリンクス株式会社は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の付随的、あるいは
懲罰的損害及び利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じた
か否かにかかわらず、一切の責任を負うものではありません。これは、たとえ、アルゴリンクス株式会社がかかる損
害の可能性を知らされていた場合も同様とします。 
なお、食品、添加物等に関する国際的な基準及び許認可は頻繁に変更されており、信頼できると思われる各種情報に
基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。したがって、実際の利用に当た
っては、対象国の最新の情報をご確認ください。 
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1. 食品安全法 Food Safety Law No.55/2010/QH12: 
 
第 2 条 第 23 項 「機能性食品 Functional food とは、人間の身体の機能を補助するための食品であり、身体のリラッ

クス、抵抗力の強化、罹患リスクの減少を促すものであり、補助食品、健康食品、医学的な栄養食品を含むも。」 
 
第 14 条 機能性食品の安全性保証条件： 
1. 食品安全法第 10 条にある規定の条件（食品安全保証の一般的な条件）を遵守する。 
2. 成分の及ぼす作用が機能性を持つことへの科学的な情報、資料が公布されている。 
3. 初めて市場に流通する機能性食品の場合、製品の使用に関する効用試験の報告が必要とされる。 
4. 機能性食品の管理に関する細目は保健省が規定する。 
 
第 44 条 食品のラベル表示の記載： 
2a) 機能性食品に対しては機能性食品であることを明記しなければならない。いかなる形式においても、病気治療の効

用を記載してはならないものとする。 
 

2. 機能性食品の定義 
 

 機能性食品の管理を規制する食品安全法（FSL）及び保健省（MOH）通達 43/2014/TT-BYT（2015 年 1 月 15 日

施行）。  
 
通達 43 の下で、機能性食品は以下の 4 つのサブグループに分類している： 
 

a) 補足的食品 Supplemented Food（ベトナム語で Thực phẩm bổ sung）；  
b) ヘルスサプリメント Health Supplement、フードサプリメント Food Supplement、ダイエタリーサプリメント Dietary 

Supplement （総称して「thực phẩm bảo vệ sức khỏe」）；  
c) 特別な医療目的食品 Food for Special Medical Purposes 又は医療食品 Medical Food （thực phẩm dinh 

dưỡng dùng cho mục đích y tế đặc biệt または  thực phẩm dinh dưỡng y học）;  
d) 特別な食事療法食品 Food for Special Dietary Uses （thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt）。  

 
 食品安全法の施行に関わる規則の修正 Regulating the Implementation of a number of articles of the Law 

on Food Safety No.15/2018/ND-CP（No.38/2012/ND-CP の修正置換） 
 
第 3 条 第 1 項 Health supplement/Dietary supplement の定義： 「健康補助食品」または「栄養補助食品」とは、使用

者の健康と免疫力を維持、改善、強化するために、毎日の食事の補助として使用される製品を意味する。健康補助食品

は、以下の物質のうち 1 つまたはそれ以上を含むことができる。 
 

a) ビタミン、ミネラル、アミノ酸、脂肪酸、酵素、プロバイオティクスおよびその他の生物学的に活性な物質 
b) b）動物、ミネラル、植物の抽出物、分離物 、濃縮物または代謝物を含む天然源に由来する物質 
c) 上記の項目 a および項目 b に記載された物質の合成物 
d) 健康補助食品は、ソフトジェル、ペレット、錠剤、顆粒、粉末、液体、およびさらに小分けされたその他の投与形態

でもよい 
 

3. 機能性食品の管理規則  Regulating the Management of Functional foods 

No.43/2014/TT-BYT 
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第 3 条 食品安全規制への適合宣言及び遵守宣言： 市場に出される前に、ベトナム保健省（ベトナム食品局）

（Ministry of Health (Vietnam Food Administration)への、輸入品と国産の機能性食品に関する適合宣言と適合宣言の

登録が必要である。 
 
第 4 条 効果テスト結果に関する報告： 
1. 以下の製品は、人間の健康への影響についてテストする必要がある。 

a) 治療効果を強調表示した製品(疾患の治療を補助する) 
b) 他国では認められていない新しい効果を持つ製品 
c) 許可されていない新しい活性成分を有する製品 
d) 科学的証拠を持つ他の製品のものとは異なる製法を有する、初めて市場に出される健康サプリメント 
dd) 植物、動物に由来する、初めて市場に出される製品で、その組成が専門的学術雑誌に掲載された伝統的な医 

薬品の組成とは異なるもの 
e) 専門機関、認可機関、原産国の法律によって許可されていない特別な食事用途の食品、医療用食品。または、

輸出国によってその影響、適したユーザーおよび表示ラベルでの使用目的が確認されていないもの。     
2. 人間の健康への影響のテストは、医学の科学的研究を行うために認可された組織で行われなければならない。治療

効果を強調表示した製品は、科学的研究を認可された州の病院（若しくは上記の）でテストされなければならない。 
3. 人間の健康への影響の検査が海外で行われる場合、自国の管轄当局の認定機関によって実施されるか、もしくは

検査結果が専門的学術雑誌に掲載されこと。 
4．食品管理局(保健省)は、 適切な分野の専門家から構成される科学評議会を設立し、発表された製品の効果と科学

的証拠に関する報告を評価する。 
科学評議会の組織構造及び運営は、法の規定を遵守する。 
 
第 5 条 試験： 食品安全規則及び定期試験に適合宣言する機能性食品のテストは、保健省の定めた 2012 年 11 月 9
日付の回覧第 19/２０１２/TT-BYT の規定に従う。その規定は、食品安全規則及び以下の規定に対して適合宣言と遵守

宣言のガイドラインを定めている。 
a) 主な効果を生み出す有効成分がベトナムの部署でテストされる場合、製品の活性成分の量を決定する必要があ

る。 
b) 国内機関が定量するテスト方法や標準サンプルを有しない活性成分については、主な活性成分を含む物質の

量を申告書に記載すること。  
 
第 6 条 機能性食品の表示：  
包装食品の名称をラベル表示する規制に加えて、保健大臣、農業農村開発省（the Ministry of Agriculture and Rural 
development）、産業貿易省（the Ministry of Industry and Trade）発行の、包装食品のラベル表示に関する２０１４年１０

月４日付け共同回覧第34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCTのラベル表示規則第 3条（表示要件）に、ラベル表示内容

の必須項目と構成が定義されている。食品添加物、食品加工援助、特定の食品グループの機能性食品のラベル表示も、

この第 9 条（製造日、保存可能期間、及び保管方法）、11 条（強調表示および安全上の警告）、13（原産国表示）条項の

規定に従わなければならない。 
 
第 8 条 強調表示の要件： 
1. 栄養成分の強調表示 
ビタミン、ミネラル、アミノ酸、脂肪酸、酵素、プロバイオティクス、プレバイオティクス、その他の生物学的に活性物質を

含む栄養補助食品の、ベトナム人の推奨栄養摂取量(RNI)に従った食品中の成分含有量についての強調表示は、この

回覧と共に発行される付録 No.01 に記載されている。 
a) 物質の含有量が RNI10%未満の場合は言及しない 
b) 物質の含有量が RNI10%以上の場合、製品のサービング量または 100g の含有量を指定するものとする 
c) 製造業者が提供する推奨栄養摂取量に応じた食品中のビタミン、ミネラルの最大含有量は、本回覧と共に発行

された付録 02 で定義されている機能性食品中のビタミン、ミネラルの許容最大含有量を超えてはならない。 
d) ベトナムの RNI がない場合、最大含有量は CODEX または関連する国際機関の規制に準拠するものとする。 

2. 健康強調表示 
a) 栄養補助物質に関する健康強調表示は、製品中のその物質が RNI10%かそれ以上に達し、特定の科学的証拠
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で証明された場合にのみ行われるものとする。 
b) RNI を含まない栄養補足成分については、科学的証拠や、成分の内容が公表されている科学的文書での推薦

を満たしていることが証明された場合にのみ、健康強調表示がラベルに記載される。  
c) 健康強調表示は、明確で、一貫性があり、適切なユーザーへの適切な投与量を示さなければならない。 

 
第 10 条 強調表示の内容： 
1. 栄養成分の強調表示 

a) 製品の効果を生み出す主な成分は、そのフルネームと内容を最初に列挙する必要がある。他の成分は二番目

以降に、重量の降順で列挙される 
b) 製造業者が提供する推奨栄養摂取の食品中のビタミン、ミネラルの内容物は、本回覧と共に発行された付録 1

に規定されている通り、少なくとも RNI 15%とする 
c) 製造業者が提供する推奨栄養摂取の食品中のビタミン、ミネラルの最大内容物は、本回覧と共に発行された付 
d) 2 で定義されている機能性食品中のビタミン、ミネラルの許容最大含有量を超えてはならない 
e) 製品中のビタミンやミネラルの内容は、サービングサイズに基づいた、若しくは製品の推奨栄養摂取量に応じた

数と RNI のパーセンテージ(%)でラベル表示する必要がある。ベトナムに RNI がない場合は、CODEX または

関連する国際機関の規定が適用される。 
 
2. 健康強調表示 

a) 健康強調表示は、製品の性質を反映し、主なまたは組み合わせた効果を有する成分の影響に関する強調表示

は、科学的証拠がある場合にのみ行われなければならない。成分の効果は、製品の効果として列挙されてはな

らない 
b) 健康、投与量、適切なユーザーおよび適切な使用に関する強調表示には、一貫性があり、文書に適合している

必要がある 
c) 科学的文書に記載されたものより、ビタミン、ミネラルや有効成分の効果が少ない場合、強調表示してはならな

い 
d) 科学的文書に記載されたものと、ビタミン、ミネラルや有効成分の効果が同等であり、適切なユーザーと投与量

が指定されている場合、強調表示が可能になる。 
dd) その成分が RNI を持っていない場合、成分の効果の科学的証拠と、推奨摂取量を提示する必要がある 

 
 

4. 食品安全法の施行に関わる規則の修正 Regulating the Implementation of a number 

of articles of the Law on Food Safety No.15/2018/ND-CP（No.38/2012/ND-CPの修

正） 
 
第 6 条 第 1 項 Health supplements 表示のための登録 
食品供給元は、以下の製品の申告を登録しなければならない： 
1、健康補助食品、医療食品、特別用途食品 
2、36 ヵ月までの子供のための栄養補助食品 
 
第 28 条 健康補助食品の製造における食品安全要件 
1、健康補助食品の製造者は、食品安全法第 19 条第 1 項、第 20 条第 1 項および第 21 条第 1 項に規定されている一

般的な食品安全条件、および次の規則を満たすものとする： 
a) すべての製品が適用される基準を満たし、賞味期限まで消費者にとって安全であることを保証するために、製造

および流通を管理する品質管理システムを確立し維持する。 
b) GMP、食品安全および関連知識の訓練を受けた、それぞれの立場に関連した資格を持つ適切な数の従業員を

持つこと。製造部門および品質管理部門の責任者は、正社員であり、互いに独立して勤務していなければならな

い。施設の主任監督者は、少なくとも、医学、薬学、栄養学、食品安全または食品加工技術の学士号を有し、関
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連分野での 3 年の実務経験がある必要がある。 
c) 工場、設備および補助設備は、それらの使用目的に応じて適切に設置され、一方向の規則に従って、清掃が容

易で、ほこり、汚染およびその他製品の品質に有害な要素を防止することができ、日常的に清掃されていなけれ

ばならない。 
d) 製造工程、品質管理、または流通に関する書類や記録を、すべてのバッチの履歴や、アクセス可能な施設での

他の活動の記録になるように保管および維持する。 
dd） すべての作業は、所定の手順と指示に従って実行されなければならない。混乱や汚染、相互汚染を避けるため 

に、製造工程中に検査および監督を実施する。製造工程の各工程を実施した後、または最終工程を実施した後  
は、直ちに結果を記録する。 

e) 製品が適切な条件、手順、および要求された基準の下で製造されていることを確認するため品質管理部門を設

置し、必要な試験を実施しなければならず、製品の品質を評価する前に原材料の使用および製品の販売を承認

してはならず、製品の安定性を監視しなければならない。 
f) 契約の下で試験または製造を行う場合、請負業者は、雇い主の要件を満たすために十分な設備と人員を持って

いなければならず、管轄当局によって確立された健康補助食品の試験または製造のための要件を満たす。 
g) 苦情の解決、製品のリコール、自己監査のための手続きがあり、これらのタスクに関する書類は全部保持されな

ければならない。 
 
2、保健省は、健康補助食品のための GMP 要件の適用について指示を与えなければならない。 
 
3、2019 年 7 月 1 日から、健康補助食品の製造業者は、保健省の指示に従い、GMP 要件を満たさなければならない。 
 
第 29 条 健康補助食品のための GMP の証明書の交付および再交付の手順 
1、健康補助食品のための GMP の証明書の申請は、次の書類で構成されている： 

a) 本書付録 1 の様式 12 の申請書 
b) 製造エリアおよび製造ラインの平面図（申請者によって認証されているもの） 
c) 施設内の主要設備リスト 

 
2、健康補助食品のための GMP の証明書の交付手続き 

a) 本条第１項の申請書は、直接郵送、またはオンライン公共サービスシステムを通じて保健省に提出するものとす

る。 
b) 満足のいく申請書を受理してから 15 営業日以内に、受理当局は調査団を設置し、現場検査を実施し、本書付

録 1 の様式 13 に従った検査記録を発行するものとする。 
c) 受理当局は、検査結果が満足である場合、申請書を受理した日から 30 日以内に、健康補助食品のための

GMP の証明書（本書付録 1 の様式 14）を発行するものとする。 
d) 検査結果が不満足な場合には、調査団は施設がそれらを克服するために、検査記録の要件を満たしていない

内容を明確に記載する。是正措置を講じた後、申請者は調査団に通知書を送付するものとする。その通知を受

け取ってから 7 営業日以内に、調査団は、健康補助食品のための GMP の証明書の発行を検討し、保健省に要

求しなければならない。もし施設が検査終了後3ヵ月以内に要求された是正措置を完了しない場合、または是正

措置の通知が調査団に送付されない場合は、申請は却下されるものとする。 
3、健康補助食品のための GMP の証明書は、発行日から 3 年間有効である。証明書の有効期限が切れる少なくとも 6
ヵ月前までに証明書の所有者は再発行の申請書を提出しなければならない。再発行のための書類および手続きは、本

条第 1 項および第 2 項に規定されているものと同じである。 
4、健康補助食品のための GMP の証明書の申請者は、受理当局に書類処理の手数料を支払うものとする。 
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