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2022 年 10 月号（Vol.23） 

「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」の改定案の公表 
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Ⅷ. おわりに 

Ⅰ. はじめに 

消費者庁は、2022 年 8 月 9 日、「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」（以下「健康食品留意事項」といいます。）の改定案（以下「本改定案」

といいます。）を公表し、同日から 9 月 7 日までの間、当該改定案に関する意見募集を

行っていました。 

近年、健康志向の高まりから健康食品が広く流通し、その広告・宣伝が活発に行われ

ている一方で、不当な表示が行われ、景品表示法上の優良誤認表示（同法 5 条 1 号）や、

健康増進法上の虚偽誇大表示（同法 65 条 1 項）に該当するおそれのある広告も見受け

られます。 

健康食品留意事項では、上記のような問題を踏まえ、健康食品の広告に関して留意す

べき事項が定められているところ、本改定案では、近時の問題視された広告・宣伝に合

わせた内容の追加や、アフィリエイターを通じた広告に関する広告主の責任の明確化等

のアップデートが加えられています。 

本改定案の内容を十分に理解することは、健康食品を取り扱う事業者はもとより、そ

の広告を取り扱う事業者等にとっても必須事項といえ、本ニュースレターにおいてこれ

らを概説します。 

Ⅱ. 対象となる「健康食品」 

健康食品留意事項の適用対象となる「健康食品」とは、健康増進法に定める健康保持

増進効果等を表示して食品として販売に供する物を意味します。 

本改定案では、従前からの解釈が変更されるものではありませんが、誤解を避けるた

めに、いわゆる「明らか食品」も健康食品留意事項が適用される健康食品に該当するこ
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とが明確化されました。 

明らか食品とは、「野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識さ

れる物」（「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」（昭和 46 年 6 月 1 日薬発第 476

号）別紙「医薬品の範囲に関する基準」）を意味します。すなわち、錠剤やサプリメント

といった物だけではなく、野菜や果物のような物であっても、健康保持増進効果等を表

示して販売に供する場合には、健康食品に該当して健康食品留意事項が適用されます。 

 

Ⅲ. 健康保持増進効果等 

 

本改定案では、「健康保持増進効果等」（健康増進法 65 条 1 項）の意義について、い

くつかのアップデートがされています。 

「健康保持増進効果等」は、「健康の保持増進の効果」と「内閣府令で定める事項」

（①含有する食品又は成分の量、②特定の食品又は成分を含有する旨、③熱量、④人の

身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つこと

に資する効果）に分類されるところ、健康食品留意事項では、それぞれの具体的な内容

について例示を挙げています。また、このような「健康保持増進効果等」を暗示的又は

間接的に表現していると考えられる具体例も列挙されています。これらのうち、本改定

案では、（1）「健康の保持増進の効果」の具体例、及び（2）「健康保持増進効果等」の

暗示的・間接的表現の具体例について、いくつかの表現が追加されています。 

 

（1）健康の保持増進の効果 

ア 疾病の治療又は予防を目的とする効果 

例：「糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に」、「末期ガンが治る」、「虫歯にならない」、「生活習

慣病予防」、「骨粗しょう症予防」、「アレルギー症状を緩和する」、「花粉症に効果あり」、「イ

ンフルエンザ、コロナウイルスの予防に」、「便秘改善」、「認知症予防」 

※下線太字は本改定案において新たに追加されたもの。以下同じ。 

 

イ 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果 

例：「疲労回復」、「強精（強性）強壮」、「体力増強」、「食欲増進」、「新陳代謝を盛んにする」、

「老化防止」、「若返り」、「アンチエイジング」、「免疫機能の向上」、「自然免疫力を高める」、

「疾病に対する自然治癒力を増強します」、「集中力を高める」、「脂肪燃焼を促進！」、「細

胞の活性化」、「自然治癒力が増す」、「○○○は、活性酸素除去酵素を増加させます」、「歩

行能力改善」 

 

ウ 特定の保健の用途に適する旨の効果 

例：「本品はおなかの調子を整えます」、「この製品は血圧が高めの方に適する」、「コレステ

ロールの吸収を抑える」、「食後の血中中性脂肪の上昇を抑える」、「体脂肪を減らすのを助

ける」、「本品は骨密度を高める働きのある○○○（成分名）を含んでおり、骨の健康が気
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になる方に適する」、「本品には○○○（成分名）が含まれます。○○○（成分名）には食

事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。」 

 

エ 栄養成分の効果 

例：「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」、「ビタミンＤは、腸管でのカルシ

ウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です」 

 

（2）「健康保持増進効果等」を暗示的又は間接的に表現するもの 

ア 名称又はキャッチフレーズにより表示するもの 

例：「ほね元気」、「延命○○」、「妊活」、「腸活」、「快便食品（特許第○○○号）」、「スリム

○○」、「減脂○○」、「血糖下降茶」、「血液サラサラ」、「デトックス○○」、「カラダにたま

った余分なものをスッキリ」 

 

エ 身体の組織機能等に係る不安や悩みなどの問題事項を例示して表示するもの 

例：「こんなお悩みありませんか？疲れが取れない。健康診断で○○の指摘を受けた。運

動や食事制限が苦手。いつもリバウンドしてしまう。メタボが気になる。」、「最近、体力

の衰えを感じるのは、○○が不足しているせいかもしれません。」、「年齢とともに、低下

する○○成分」 

 

このように、本改定案では、従来、「健康の保持増進の効果」の表示に当たるかが必ず

しも明確でなかった表現について、具体例に追加することで該当することを明確化して

います。 

また、「『健康保持増進効果等』を暗示的又は間接的に表現するもの」の一類型として

「エ 身体の組織機能等に係る不安や悩みなどの問題事項を例示して表示するもの」が

新たに追加されています。これは、健康食品が有する健康保持増進効果等では解消に至

らない身体の組織機能等に関する不安や悩み等の問題事項を示すことにより、当該製品

を摂取するだけで問題事項が解消されるものと一般消費者を誤認させる場合もあるこ

とから、「健康保持増進効果等」の暗示・間接的表現に該当し得ることを明確化したも

のといえます。 

このように、本改定案では、「健康保持増進効果等」の内容が明確化されており、健康

食品を取り扱う事業者は、今回追加された表現又はこれに類似する表現を自社の製品に

ついて用いていないか確認する必要があります。 

 

なお、上記のうち、特に上記（1）アやイのような医薬品的な効能効果を標ぼうする

ものは、薬機法上の医薬品に該当すると評価されるおそれがあり、同法に基づく承認を

得ずに広告を行うことはできないため（同法 68 条）、表示内容が事実であるか否かにか

かわらず、当該表示は認められません。 

また、上記（1）ウのような特定の保健の用途に適する旨の表示を行うには、消費者
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庁長官の許可が必要となるため（健康増進法 43 条 1 項、健康増進法に規定する特別用

途表示の許可等に関する内閣府令 1 条 3 号）、同様に、許可を受けていない限り、表示

内容が事実であるか否かにかかわらず、当該表示をすることは認められません。 

 

Ⅳ. 「表示」該当性 

 

健康食品留意事項では、健康増進法 65 条 1 項の「広告その他の表示」、及び景品表示

法 2 条 4 項の「表示」について、具体的な商品名が明示されていない場合であっても、

「広告等における説明などによって特定の商品に誘引するような事情が認められると

きは、景品表示法及び健康増進法上の『表示』に該当する」とされています。 

本改定案では、その具体例が追加され、以下の場合には景品表示法及び健康増進法上

の「表示」に該当するものとされています。 

（i）「特定の食品や成分の健康保持増進効果等に関する広告等に記載された問合せ先に

連絡した一般消費者に対し、特定の食品や成分の健康保持増進効果等に関する情報

が掲載された冊子とともに、特定の商品に関する情報が掲載された冊子や当該商品

の無料サンプルが提供されるなど、それら複数の広告等が一体となって当該商品自

体の購入を誘引していると認められる」場合 

（ii）「特定の食品や成分の名称を商品名やブランド名とすることなどにより、特定の食

品や成分の健康保持増進効果等に関する広告等に接した一般消費者に特定の商品

を想起させるような事情が認められる」場合 

特に、上記（ii）では、製品の商品名やブランド名に特定の食品や成分の名称を使用す

ることで、実質的に当該製品の健康保持増進効果等を訴求しようとする場合に、景品表

示法及び健康増進法の表示規制の対象となり得ることを示しており、製品の商品名やブ

ランド名の決め方にも影響し得ることになるため、留意が必要です。 

 

Ⅴ. 規制の対象となる者 

 

健康増進法及び景品表示法の規制の対象となるのは、それぞれの法令上問題となる

「表示」をした事業者であるところ、①自ら又は他の者と共同して積極的に表示の内容

を決定した事業者のみならず、②他の者の表示内容に関する説明に基づきその内容を定

めた事業者、③他の事業者にその決定を委ねた事業者も「表示」をした事業者に含まれ

ると考えられています。 

本改定案では、特にアフィリエイトサイトを利用した広告に関して、広告主が表示内

容を具体的に認識していなかったとしても、広告主が自ら表示内容を決定することがで

きるにもかかわらずアフィリエイターに表示内容の決定を委ねている場合には、当該広

告主は表示内容の決定を委ねた事業者（上記③）として、「表示」をした事業者に該当

し、規制の対象者となり得ることが明らかにされています。これは、昨今のアフィリエ

イト広告における不正な表示への懸念を踏まえ、消費者庁が設置した「アフィリエイト
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広告等に関する検討会」の 2022 年 2 月 15 日付報告書において示されていた、広告主

に対してアフィリエイト広告の管理を求める考え方に沿った改定と考えられます。 

したがって、健康食品の広告にアフィリエイトサイトを利用する場合には、アフィリ

エイターに表示内容の一切を委ねるのではなく、その内容が法令上適切なものであるこ

とを確認することを含む措置を検討する必要があります。具体的な措置については、

2022 年 6 月 29 日に改正された「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」に示された事業者が講ずべき管理上の措置の内容が参考になります。 

 

Ⅵ. 不実証広告規制 

 

景品表示法においては、優良誤認表示（同法 5 条 1 号）の疑いがある場合に、消費者

庁がその表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を事業者に求めることが

でき（同法 7 条 2 項）、事業者が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を提出で

きない場合には、当該表示は優良誤認表示とみなされます（不実証広告規制）。 

本改定案では、消費者庁において、表示の裏付けとなる合理的な根拠があるとは認め

られなかった事例のうち、表示された効果と提出資料によって実証された内容が適切に

対応していないと判断された 4 つの具体例が追加されています。 

 

 痩身効果を標ぼうする商品に関し、商品を用いたヒト試験の報告書が提出され

たが、内臓脂肪や体重の減少について、実証された内容と表示された効果が著

しく乖離していた。 

 特段の運動や食事制限をすることなく摂取するだけで痩身効果が得られるこ

とを標ぼうする商品に関し、商品を用いたヒト試験の報告書が提出されたが、

ヒト試験の被験者に対して運動や食事制限の介入指導が行われていた。 

 糖質や脂質の吸収抑制効果を標ぼうする商品に関し、商品を用いたヒト試験の

報告書が提出されたが、吸収抑制効果について、実証された内容と表示された

効果が著しく乖離していた。 

 免疫力が高まることにより疾病の治療又は予防の効果が得られることを標ぼ

うする商品に関し、商品の成分が一部の免疫細胞を活性化することに関する試

験データが提出されたが、疾病の治療又は予防の効果に係る本件商品の有効性

を実証するものではなかった。 

 

本改定案は、従前からの不実証広告規制に関する解釈を変更するものではありません

が、事業者としては表示の裏付けとなる合理的な根拠になると考えていても、これが十

分ではないと当局に判断される事例が少なくないことが示されているともいえます。 

そのため、健康食品の広告において行う表示については、これを裏付ける明確な根拠

があることを特に慎重に確認する必要があります。 
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Ⅶ. 問題となる表示例 

 

健康食品留意事項では、景品表示法上及び健康増進法上問題となる表示例が、健康食

品の類型ごとに列挙されており、本改定案では、その内容が追加されています。 

 

1. 機能性表示食品について 

 

機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた特定の保健の目

的が期待できる機能性を表示する食品であり、当該食品に関する表示の内容等を消費

者庁長官に届け出る必要がありますが、届け出た内容を超える表示は健康増進法や景

品表示法に違反するおそれがあります。 

本改定案では、届出内容を超える表示の具体例として、届出表示の内容が「肥満気

味の方の内臓脂肪を減らすのを助ける機能性がある」であるにもかかわらず、表示全

体として、あたかも特段の運動や食事制限をすることなく、誰でも容易に腹部の痩身

効果が得られるような表示となっている事例が追加されています。機能性表示食品と

して届出を行っている場合であっても、表示を全体として見た場合に、届出表示の内

容を超えた表示となっていないかについて、慎重な検討を要することを改めて示して

います。 

また、機能性表示食品に関する表示については、「機能性表示食品に対する食品表

示等関係法令に基づく事後的規制（事後チェック）の透明性の確保等に関する指針」

に詳細が示されており、実務上は当該指針をチェックして表示内容を検討することに

なりますが、本改定案においても当該指針を参照すべきである旨が追記されています。 

 

2. その他の健康食品について 

 

そのほか、本改定案では、健康食品の広告等において、「ダイエット部門売上 No．

1」、「顧客満足度ランキング第 1 位」等と最上級又はこれに類する表現を行う場合、

当該表現が合理的な根拠に基づかない場合には虚偽誇大表示に該当するおそれがあ

ることが追記されています。 

 

Ⅷ. おわりに 

 

以上のとおり、本改定案では、実際に生じた問題事例も踏まえた上で、健康食品留意

事項の適用対象や規制範囲を明確化する改定が行われています。事業者としては、本改

定案で新たに示された事項を確認し、自社の健康食品の表現が不適切な表示に該当しな

いかを確認することが肝要です。 
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➢  論文     「＜事例でわかる ヘルスケア業界への異業種参入ポイント＞第 3

回 化粧品の輸入・販売」 
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著者    堀尾 貴将、中野 進一郎 
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回 製薬企業の買収」 

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 11 月号 

著者    堀尾 貴将、川井 悠暉 

 

➢  論文     「＜事例でわかる ヘルスケア業界への異業種参入ポイント＞第 6

回 医療機関へのシステム・サービスの提供」 

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 12 月号 

著者    堀尾 貴将、川井 悠暉 

 

➢  論文     「The Pharmaceutical Intellectual Property and Competition Law 

Review 3rd Edition - Japan Chapter」 

掲載誌   The Pharmaceutical Intellectual Property and Competition Law  

Review 3rd Edition 

著者    岡田 淳 

 

➢  論文     「Getting the Deal Through - Healthcare Enforcement & Litigation 

2023 - Japan Chapter」 

掲載誌   Getting the Deal Through - Healthcare Enforcement & Litigation  

2023 

著者    浦岡 洋、岡田 淳 

 

NEWS 

➢ IFLR1000’s 32nd edition にて高い評価を得ました 

当事務 所と 当事 務の弁 護士が 高い 評価 を受け ており ます 。日 本の

Pharmaceuticals & Life Sciences 部門では、棚橋 元、諏訪 昇、河井 聡が Highly 

Regarded Lawyer に選ばれました。 
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事務所のバンコクオフィス及びヤンゴンオフィスにおいても各分野で上位グル

ープにランキングされ、各オフィスに所属する弁護士が高い評価を受けておりま

す。 

 

➢ ジャカルタオフィス開設のお知らせ 

森・濱田松本法律事務所は、インドネシア・ジャカルタにおいて、2023 年 1 月

を目途に、新たな提携先となる法律事務所（ATD Law）との業務提携を開始する

ことにより、ジャカルタオフィスを開設することを決定いたしました。 

 

インドネシアは、ASEAN 諸国の中でも、最大の人口を擁する国家であり、日系

企業を含む海外企業・投資家による関心が引き続き非常に高い国です。海外製造

拠点としての重要性に加えて、近時は、金融・テクノロジー・医療・物流・運送

サービス等を中心にイノベーションが起きている業務分野への投資など投資対

象の関心も多様化しており、今後も巨大な消費マーケットに裏打ちされた各種産

業の多様化・深化が見込まれます。 

 

これまでも、当事務所は、既存の各拠点から、インドネシアに関する様々な先駆

的案件に関与して参りましたが、今般、国境を越えた往来が復活し、インドネシ

アへの投資案件もさらに増加することが見込まれるこのタイミングで、インドネ

シア現地におけるサービスの提供体制をより一層強化すべく、ATD Law との業

務提携により、ジャカルタオフィスを開設することを決定いたしました。 

 

ATD Law は、Abadi Abi Tisnadisastra インドネシア法弁護士（Abi 弁護士）が代

表を務めるインドネシアの現地法律事務所です。Abi 弁護士は、弁護士として 20

年以上の経験を有し、インドネシア現地のリーガルマーケットにおいても非常に

高い評価を得ている弁護士であり、日系企業クライアントを含む国際的なクライ

アントの M&A／コーポレート／金融／通信／テクノロジー分野の案件について

多くの実績を有しています。 

 

ATD Law は、インドネシアの独立した法律事務所として本日より業務を開始し

ております。2023 年 1 月を目途に、ATD Law と弊事務所とは業務提携を開始し、

ATD Law in association with MHM という形で、弊事務所ジャカルタオフィスと

しての業務を開始することを予定しております。 

 

また、ジャカルタオフィスには、コーポレート／M&A の各分野、特にインドネシ

ア案件を多く取り扱ってきており、過去にインドネシア駐在経験もあるシンガポ

ールオフィスパートナーの竹内 哲 弁護士が駐在することに加えて、日本法弁護

士（アソシエイト）が駐在いたします。ジャカルタオフィスとして業務を開始す
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るタイミングにて、これらの日本法弁護士も駐在することを予定しております。 

 

ジャカルタオフィスの正式な開設日及び住所等の詳細につきましては、改めてお

知らせいたします。 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 

03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


